
１.出願時の重要事項 

　・Web出願には「ミライコンパス(miraicompass)」のシステムを利用しています。 
　・出願はWeb出願（インターネット出願）のみ受付けます。 
　  ※学校窓口での受付は致しません。 
  ※要項や出願ページ等に記載されている出願等の期間表記は、受付開始時刻から締切り時刻を表記 
  　するものです。 
   （例）「8:00～18:00」は8:00:00に受付開始、17:59:59をもって受付終了。 

　・出願にあたって書類（志願票、小学校からの報告書、通知表コピー、合格証明等）の提出は不要です。 
　  　・出願情報の登録だけでは出願完了とはなりません。 
　  ※登録の上、検定料支払いが確認され、受験番号が発行された時点で手続き完了となります。 
　・出願手続き完了後は出願の内容変更や取消しはできません。 
　・検定料の払い戻しは全額／一部を問わず致しません。 
　・出願にあたって申告する内容は正確に記載してください。 
　  ※合格後の入学手続き時に、申告内容を証明する書類を提出していただく場合があります。 
　　　　　（帰国子女の在外期間証明、検定・表彰等の証明等） 
　  ※入学生徒については出身小学校から提出される指導要録（写し）の記載内容と照合します。 
　  ※申告内容に虚偽があることが分かった場合、入学手続き終了後であっても合格を取消すことが 
  　あります。 
　・入学手続きを所定の日時に完了しない場合、合格が取り消しとなります。 
　  ※入学手続き時に納入された入学金は、入学取止め又は取り消しの場合もお返しいたしません。 
　 
　・出願情報入力の際「保護者情報入力」欄の「内容に同意する」にチェックを入れてください。

２.マイページ登録（ユーザ登録）をする 

　・必ず受信可能なメールアドレスを登録して送信してください。 
　  ※登録されたメールアドレスは、今後、学校からの連絡にも使用します。 
　  ※学校からのメールの見落としにご注意ください。また迷惑メール扱いにならないようご注意 
  　ください。 
　  　(スマートフォン・携帯メールの場合は、アドレス@e-shiharai.netの受信を許可してください。) 
　  ※登録方法：香蘭女学校ホームページ（http://koran.ed.jp）の「受験生の方へ」ページ最下部 
  　より「出願」をクリック 
  　→　「はじめての方はこちら」をクリック 
 　→　メールアドレス送信（仮登録） 
 　→　「パスワード登録画面」が表示される 
 　→　システムから返信されるメールで「確認コード」を確認 

　 ※メールが届かない場合は、メールアドレスが正しく登録できていません。 
 「こちら」をクリックし、ページの指示に従って、返信が届くまでやり直してください。 
　   →　メールで届いた「確認コード」と「氏名（カナ）」「パスワード」を設定・登録 
　　　　※mcID（共通ID）登録は任意です。 
　　　　　mc（miraicompass／ﾐﾗｲｺﾝﾊﾟｽ）を利用している他校の出願等にも使えるようになります。 
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３.マイページ出願用顔写真を用意する 

　・受験票には顔写真（縦４cm×横３cm）を２枚貼る必要があります。 
　　出願用顔写真の登録をすると、受験票にその顔写真が自動的に挿入されます。 
　　登録しない場合は、受験票に顔写真を糊付けして試験当日持参してください。 
　  ※受験票は試験回ごとに別々に発行します。受験票に直接貼付する場合、顔写真は1回受験する 
　　　　　ごと2枚ずつ別々に必要です。 
　　　　※出願用顔写真を撮影する際には、「顔写真アップロード」のページの指示に従ってください 
　　　　※写真をご使用のデバイスのフォトライブラリに保存して「ファイルを選択」で指定→ページの　　　　　 
　　　　　指示に従い写真登録の作業を進めてください。 
　・写真は受験生本人のみが写っているものに限ります。 
　  ※登録できる写真のファイル形式、ファイルサイズは以下の通りになります。 

          ・ファイル形式 ：JPEG形式またはPNG形式の画像データ 
 　　　・ファイルサイズ：3MBまで（3MBを超える場合は、ファイルの圧縮またはトリミングを 
               行いファイルサイズを小さくしてから登録してください。） 

 ※ご家庭で撮影する場合、一般的なデジタルカメラで撮影したものならほぼ問題ありません。 
 ※背景に風景等が入らないよう、無地の白い壁などの前で撮影してください。 
 ※写真を胸から頭頂、両肩がちょうど入るくらいの大きさにしてください。 
 ※顔に影ができないようにしてください。 
　 ※出願完了後、マイページからいつでも申込確認と受験票表示ができます。 
　・試験当日眼鏡をかける場合は、眼鏡着用の写真を貼付してください。 

４.受験者情報を入力する 

　・「入試区分」は、「2020年度中等科 入学試験」を選び、「次へ」を押してください。 
　  ※「出願情報入力」は、必須の項目に未入力や間違いがあると、先のページに進めません。 
　  ※「出身校」「併願校」「塾」「自宅の最寄駅」はプルダウン方式（▼をクリックすると現れる 
                選択肢リストから選ぶ）になっています。 
  ※上から順に選択・入力します。 
   （例）「東京都」→「こ、ご（私立）」→「香蘭女学校中等科」 
  ※「その他の学校」に記入する場合は、「○○市立○○小学校」という形で記載してください。 
　・「併願校」「塾」「自宅の最寄駅」についても、今後の入学試験実施の上で貴重な資料として活用する 
　     ため情報提供のご協力をお願い致します。 
 ※併願校は志望順位の高いものから2校の記入をお願い致します。 
 ※他校の受験をしない場合は、香蘭学校中等科を選択・入力してください。 
  ※「塾」は塾名を入力検索できます。「通塾なし」を選択・入力する場合は、 
             ３段すべて「通塾なし」を選択・入力してください。 
　・「香蘭女学校を知ったきっかけ」で在校生・卒業生の項目にチェックを入れた場合は、 
        下の「自由記述」欄に具体的な記載をしてください。 
　        （例）「姉・高３A」「母・○○回生  旧姓・○○」など 
　・「受験児童についての申告」は該当者のみ記入してください。必ず下の「自由記述」欄に具体的な記載 
       をしてください。 
　  （例）「在外期間2017.4～2019.3」「2019.11　英検準2級」など 
  ※ここで申告された内容については、入学手続き書類交付時に、証明する書類原本を提出してい 
          　ただきます。 
     ※ここで申告された内容に虚偽があることが分かった場合、入学手続き終了後であっても合格を 
 　　　　取り消すことがあります。 
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５.試験を選択する 

　・「試験検索」をして「選択」してください。 
  ※ 第1回試験と第2回試験を同時に出願する場合、繰り返し「検索・追加」を行ってください。 

６.お支払い方法の入力 

   ・検定料は第1回・第2回ともに25,000円です。 
       ※第1回と第2回を両日程出願した場合は40,000円です。 
 ※40,000円になるのは第１回試験出願期間内（1/27 20:00締切）に両日程の出願・支払いを 
　　　　終えた場合に限ります。それ以降の出願・支払いについては、検定料は一律25,000円となります。

 お支払いが確認された時点で、受験番号が発行され出願手続き完了となります。 
　　　　※出願の申込送信だけでは出願したことにはならず、受験票が発行されません。 
　　　　※お支払い完了前であれば、出願のキャンセルができます。 
　　　　※お支払い方法によって事務手数料が異なります。 
　　　　※お支払い方法によって〈検定料支払い確認＝出願手続き完了〉のタイミングが異なります。 
　　　　 　①クレジットカード、ペイジー（ネットバンキング）は出願申込→数分後、「送信完了」画面　 
　　　　　　が表示された時点。本文に「出願申込および決済が完了しました」とあります。 
　  　②コンビニエンスストア、ペイジ―・金融機関ATM（現金、カード・通帳）は店舗等で支払い 
　　　　　　　→数十分後、「送信完了」画面が表示された時点。 
  ※出願手続きは時間の余裕をもってお進めください。 

   ・使用できるクレジットカード　利用できるコンビニエンスストア　 
    American Express・VISA・  MasterCard・JCB・Diners Club 
    セブン-イレブン・ローソン・ミニストップ・ファミリーマート 
   ・「 ペイジー・金融機関ATM（現金）」「 ペイジー・金融機関ATM（カード・通帳）」を利用可能な　 　　 
     金融機関 
　みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、千葉銀行、ゆうちょ銀行、三菱ＵＦＪ銀行、　　 
　横浜銀行、近畿大阪銀行、広島銀行、福岡銀行、親和銀行、東和銀行、熊本銀行、京葉銀行、南都銀行、　 
　足利銀行、七十七銀行   
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７.受験票印刷 

   ・「検定料支払い確認=出願手続き完了」と同時に受験番号が記載された受験票が発行されます。 
  ※マイページにログインして受験票をダウンロード表示してください。 
 ・A4用紙に印刷し、写真を貼付の上、「学校提出用」と切り離して　2枚を試験当日に持参してくださ 
　　い。（受験会場にて集めます。） 
　　　　※写真はタテ4cm × ヨコ3cmです。 
　　　　※印刷は、カラー／白黒どちらでも可。 
　　　　※受験票にはバーコードが表示されています。試験当日受付に使用します。 
          ※申込確認ページから取得できる「申込内容確認書」は受験票ではありません。 
　　　　※第1回試験と第2回試験の受験票は別々に発行されます。 
　　　　※受験票は、学校提出用とを切り離してお持ちください。 
 
 

 
 

 

 
 

　　　　　　　　　　　　 

８.試験時間 　 
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第１回　2月1日（土） 午前 第2回　2月2日（日）午後 

開門 7:30 13:30

集合 8:20 15:00

筆記試
験

8:30～9:20 国語（50分）100点 15:30～16:20 国語（50分）100点

9:45～10:35 算数（50分）100点 16:40～17:30 算数（50分）100点

２科　終了・解散       終了・解散

11:00～11:30
社会（30分） 
50点

11:35～12:05
理科（30分） 
50点

４科　終了・解散

＜
キ

 リ
 ト

 リ
 線

＞

＜
キ

 リ
 ト

 リ
 線

＞

　 ◆◆◆入学試験に関する諸注意◆◆◆

1　下記の時間までに登校してください。
　★第1回　2/1　  8:20
　★第2回　2/2 　15:00
 　公共の交通機関の遅延等で、集合時間に
　 間に合わない場合はお電話ください。
　 Tel：03-3786-1136（代）

2　試験会場へ持参するもの
　★受験票
　★筆記用具
　 ※鉛筆・シャープペンシル、消しゴムのみ
　　 持ち込みできます。
　 ※色ペン・マーカー等は使用できません。
　 ※水筒の持ち込みは可能ですが、休憩時間
　　 以外は鞄の中に入れてください。
　　 (ペットボトルを持ち込まれた場合は
　　  お持ち帰りいただきます。)

3　腕時計・置時計等の使用はできません。
　 携帯している場合は鞄の中に入れてくださ
　 い。　

4　試験会場での携帯電話等の使用はできませ
　 ん。
　 携帯電話等の通信機器を持ち込む場合、
　 電源を切って鞄の中に入れてください。
　 ※緊急時以外に、許可なく携帯電話を使用
　 　した場合、不正行為とみなすことがあり
　　 ます。

5　受験生、付添いの方とも上履き不要です。

6　試験会場は、暖房してあります。

7　付き添いの方への諸連絡は、試験開始時刻
　 に合わせて礼拝堂(控室)でいたします。

8　付き添いの方は試験終了まで受験生とはお
　 会いできません。解散時のご案内に使用し
　 ますので、付き添いの方も受験番号を控え
　 ておいてください。

9　駐車場はございませんので、公共の交通機
　 関をご利用ください。

10 合格発表は下記URLからご確認ください。
　 https://go-pass.net/koranj/
　 　　 　 ID＝受験番号
　 パスワード＝生年月日[西暦8桁]

最近3ヶ月以内撮影
(カラー、白黒可)

正面上半身脱帽
タテ:4cm、ヨコ:3cm

最近3ヶ月以内撮影
(カラー、白黒可)

正面上半身脱帽
タテ:4cm、ヨコ:3cm

未来

フリガナ

氏名

写真貼付

2020年度

香蘭女学校中等科（テスト）

ツバサミライ

翼

受験番号 00000

2月1日(土) 第１回（２教科）

試験日 試験名

香蘭女学校中等科（テスト）

2020年度

受験番号 00000 写真貼付

翼未来

ミライフリガナ

氏名

ツバサ

2月1日(土)

試験日

第１回（２教科）

試験名

受験票 受験票(学校提出用)

香蘭女学校中等科（テスト）

〇持ちもの
受験票、受験票（学校提出用）
筆記用具（鉛筆またはｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ、消しゴム）

本票に写真を貼付し（もしくは写真アップロード）、事前
にキリトリ線より切り取り、試験当日に受験票および受験
票（学校提出用）の両方を必ず持参してください。

03-3786-1136 03-3786-1136

香蘭女学校中等科（テスト）

切り離して当日お持ちください。

蘭子 蘭子

ランコ

香山 香山

コウヤマ コウヤマ ランコ



９.試験会場での諸注意　 
・当日の持ち物：受験票 　筆記用具 　(鉛筆またはシャープペンシル、消しゴムのみ) 　　 
  ※色ペン・マーカーなどは使用できません。 　　 
　　　　 ※水筒の持ち込みは可能ですが、休憩時間以外は鞄の中に入れてください。 　 
　  　(ペットボトルを持ち込まれた場合はお持ち帰りいただきます。)  
   ※昼食は不要です。  
・腕時計・置時計等の使用はできません。（試験会場の教室には時計があります。） 
  ※携帯している場合は鞄の中に入れてください。　  
・携帯電話等の通信機器を持ち込む場合、電源を切って鞄の中に入れてください。 
  ※休憩中も携帯電話等の使用はできません。  
 ※許可なく携帯電話を使用した場合、不正行為とみなすことがあります。 
・受験生、付き添いの方とも上履きは不要です。 
・付き添いの方への諸連絡は、試験開始時刻に合わせて礼拝堂(控室)でいたします。 
 ※付き添いの方は試験終了まで受験生とはお会いできません。解散時のご案内に使用しますので、 
  　付き添いの方も受験番号を控えておいてください。  
 ※駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。　　 
　　　　　　　　　　　　　 

10.合格発表 
・Web上の合格発表専用サイトでのみ行います 
 ※合格発表は出願に使うマイページからは見られません。 
 ※香蘭女学校ホームページでは見られません。 
 ※合格発表の時間に変更がある場合は、出願者全員への一斉メールと香蘭女学校ホームページ 
　　　　　（http://koran.ed.jp）でお知らせします。 
 ※出願者一斉メールは、マイページ登録されたメールアドレスに配信します。 
 ※合格発表は合格発表サイト上に一人ひとりの結果を表示します。 
 ※一覧掲示は致しません。（ホームページでの合格者一覧発表も校内掲示発表も致しません。） 
 合格発表サイト 

https://go-pass.net/koranj/  にアクセスしてください。 
  ※発表前にログインしてしまった場合、発表後に再度ログインしてください。 
  ※電話での合否、繰上合格得点などの入試に関する問い合わせは一切お受けできません。 

11.入学手続き 
・入学金の払込み手続きをしてください。 
  ※合格通知に掲載される入学金払込のご案内に従って入金をお願いします。 
  ※支払い方法は、クレジットカードかペイジーのいずれかです。 
  ※支払い期限内に払込み確認が完了するようご注意ください。 
  ※支払いの期限表記は、締切り時刻を表記するものです。たとえば18:00締切の場合、 
               17:59:59までに〈払込確認=入学金払込完了〉が必要です。 
・入学手続書類交付を受けてください。  2月4日(火)　9:00～13:00  学校受付 
 ※来校はどなたでも結構です。 
 ※確認のため、受験票を必ず持参してください。 
 ※「受験児童についての申告」をした場合、証明書類原本を持参してください。 
                それ以外の書類提出は不要です。 
 ※制服の採寸は、取扱いの三越（日本橋店・横浜店）で受け付けます。 
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12.繰り上げ合格候補者 

・第2回試験の合格発表と同時に、合格発表サイト上で一人ひとりの結果を表示します。 
 ※繰上合格候補者の一覧は発表いたしません。 
 ※第1回試験では繰上合格候補者の選出及び発表はしません。 
・入学手続者が所定の人数に達しない場合、繰上合格を実施します。 
・繰上合格の対象となった受験生には、2月4日13:30～15:00に個々に電話連絡をし、入学の意思を伺い　 
　ます。（出願時登録の電話番号を使用します。）　 
 ※留守番電話への通知はいたしません。直接の連絡が取れるまでお電話します。 
・繰上合格（2月4日通知の場合）の入学手続 
①　入学金の払込み手続きをしてください。 
 ※合格発表サイトにアクセスし、合格通知に掲載される入学金払込のご案内に従って入金をお願　 
　　　 いします。 
 ※支払い方法は、クレジットカードかペイジ―のいずれかです。 
 ※支払い期限内に払込み確認が完了するようご注意ください。 
 ※支払いの期限表記は、締切り時刻を表記するものです。たとえば18:00締切の場合、 
　 　17:59:59までに〈払込確認=入学金払込完了〉が必要です。 
②　入学手続書類交付を受けてください。 

2月5日（水）9:00～12:00　学校受付にて 
 ※来校はどなたでも結構です。 
 ※確認のため受験票を持参してください。 
 ※「受験児童についての申告」をした場合、証明書類原本を持参してください。 
           それ以外の書類提出は不要です。 
③　制服の採寸は、取扱いの三越（日本橋店・横浜店）で受け付けます。 
・2月5以降の通知について 

2月5日以降に繰上合格に関する通知を実施する場合は、個々に電話連絡をし、入学の意思を伺います。
繰り上げ合格に関する通知の実施は2月12日15:00をもって最終とします。これ以降、繰上合格に関する
通知は致しません。 

13.その後の登校日 
・合格児童招集日及び合格者保護者会（入学者本人と保護者が必ずご出席ください。） 
　　2月16日(日)　13:30～14:30 　校内礼拝堂・タナーホールにて 
 ※この日、校内で制定品（通学鞄、セーター、ベスト、体操服等）の予約受付を行います。 

詳細は入学手続きを完了された方に別途お知らせいたします。
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