
岩倉高等学校

出願マニュアル



①
岩倉高校のHPにアクセスし画面右端
「インターネット出願について」をクリッ
クしてください。

②
岩倉高等学校「インターネット出願サイト」
をクリックしてください。

③
学校説明会の際に登録したメールアドレス、
パスワードを入力し、「ログイン」をクリッ
クしてください。

出願サイトへのログイン方法



④
氏名を確認してクリックしてください。

⑤
マイページが表示され、ログイン完了です。
続いて出願用写真の登録を行います。



出願用写真の登録方法

①
「出願用写真を登録する方はこちら」をク
リックしてください。

②
「顔写真をアップロード」をクリックして
ください。

③
「写真の登録手続きへ進む」をクリックし
てください。



④
写真の規定をクリックし、注意事項を確認
してください。その後、「ファイル選択」
をクリックし出願写真を選択してくださ
い。

⑤
ファイルがアップロードされるとファイル
名が表示されます。表示されたことを確認
し、「次へ」をクリックしてください。

⑥
アップロードした写真が表示されます。必
要があれば回転や拡大、縮小をしてくださ
い。問題がなければ「登録する写真をチェッ
ク」をクリックしてください。



⑦
アップロードした写真に何か問題が生じて
いる場合、赤字で注意事項が表示されます。
問題がない場合、「写真を登録する」をク
リックしてください。

⑧
アップロードした写真を確認し、他の写真
に変更する場合は「他の写真に変更する」
をクリックしてください。
問題がない場合は「マイページから出願手
続きを行う」をクリックしてください。
出願用写真の登録は以上です。



【出願情報登録方法】 入試区分選択

①
マイページの「新規申し込み手続きへ」を
クリックしてください。

②
入試区分「選んでください」をクリックし
てください。

③
入試区分が表示されます。ご自身の入試形
式に合わせたものを選択してください。

※ B推薦（併願推薦）と併願優遇試験の間
違いが例年多くあります。
東京都、神奈川県にお住まいの方は併願優
遇試験を選択してください。



④
試験区分を選択すると規約同意確認画面が
表示されます。

⑤
最後までスクロールし読み終わると「同意
して次へ」をクリックできるようになりま
す。問題がなければ「同意して次へ」をク
リックしてください。
以上で入試区分選択は終了です。



【出願情報登録方法】 出願情報入力

①
各必須項目を記入してください。
全ての記入が終わりましたら試験選択画面
へをクリックしてください。
以上で出願情報入力は終了です。試験選択
に移ります。

※長時間画面を放置するとログアウトにな
ります。住所等メモを事前に準備するとス
ムーズです。



【出願情報登録方法】 試験選択

①
試験名、試験日を確認し青色の「選択」を
クリックしてください。
※選択をクリックすると青色から灰色に変
わります。
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②
選択が完了するとページ下部に現在選択中
の試験が表示されます。
問題がない場合、「お支払い画面へ」を選
択してください。
※お支払い画面への移行は 1月 12 日以降
に行えます。それまでは保存して中断する
を選択してください。

※
保存して中断した場合のマイページの画像
です。こちらから進める場合は「続きから」
をクリックし【出願情報登録方法】 出願情
報入力①から続けてください。



【出願情報登録方法】 お支払い方法の入力

①
お支払い方法を選択してください。
選択し終わりましたら「確認画面へ」をク
リックしてください。

※クレジットカードを選択した場合の画面
です。

コンビニエンスストアでのお支払いについ
て
コンビニエンスストアをクリックしお支払
いに利用するコンビニを選んでください。
選択し終わりましたら「確認画面へ」をク
リックしてください。
※セブンイレブンを選択した場合の画面で
す。

クレジットカードでお支払いの場合

コンビニエンスストアでお支払いの場合



【出願情報登録方法】 出願情報の確認

省略

省略

省略

①
クレジットカードの情報を入力してくださ
い。
※クレジットカードを選択した場合の画面
です。

②
志願者情報の確認を行ってください。
もし間違いがある場合はページ下部の「戻
る」ボタンを押し修正してください。

③
申し込み内容を確認し、問題がなければ
チェックボックスをクリックしてくださ
い。
全てのチェックボックスをクリックした後
「上記内容で申し込む」をクリックしてく
ださい。

全ての項目にチェックを入れて下さい

④
送信完了画面が表示されます。
以上で出願情報の登録が完了です。
続いて受験票、宛名表の印刷になります。

クレジットカードでお支払いの場合



【出願情報登録方法】 出願情報の確認

①
お支払い方法を確認して下さい。
※セブンイレブンを選択した場合の画面で
す。

②
志願者情報の確認を行ってください。
もし間違いがある場合はページ下部の「戻
る」ボタンを押し修正してください。

③
申し込み内容を確認し、問題がなければ
チェックボックスをクリックしてくださ
い。
全てのチェックボックスをクリックした後
「上記内容で申し込む」をクリックしてく
ださい。

省略

省略

省略

④
送信完了画面が表示されます。
※コンビニエンスストアによって支払い方
法が異なります。
お支払い方法をよく確認し、店頭で受験料
をお支払いください。

以上で出願情報の登録が完了です。
続いて受験票、宛名表の印刷です。

コンビニエンスストアでお支払いの場合

全ての項目にチェックを入れて下さい



受験票、宛名票ダウンロード方法

①
マイページを表示し、「受験票」をクリッ
クして下さい。

②
青色の受験票表示、宛名票表示をクリック
するとダウンロードが始まります。

※受験票表示は試験区分によって印刷可能
日が異なります。

③
宛名票印刷イメージになります。
宛名票は受験料支払い後にすぐに印刷可能
となります。

④
受験票印刷イメージになります。
受験票は試験区分によって印刷可能日が異
なります。
・推薦入試
　1月１5日   
・一般入試・併願優遇入試
　1月２５日

以上でweb 上での手続きは終了です。
続いて郵送手順について説明をおこないます。



出願書類①：封筒及び宛名票

ダウンロードし印刷した宛名票を角形２号封筒
（240mmx332mm）に図のように糊付けして下さ
い。

※受験票は封筒に入れないでください。

出願書類②：調査書
中学校の担任の先生または進路指導の先生に岩倉
高校を受験する旨を伝え調査書を発行依頼をし、
お受け取り下さい。

※調査書は厳封のまま上記の角２封筒に入れ郵送
してください。
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出願書類③：自己 PRカード（郵送またはデータアップロード）

本校HPから自己 PR カードをダウンロードし必要
事項を記入してください。
※自己 PRカードは郵送もしくは下記URLからアッ
プロードできます。
https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/form-prcard 

https://www.tky-iwakura-h.ed.jp/form-prcard
上記 URL にアクセスし氏名、アドレスを入力して下
さい。「ファイルを選択」をクリックし自己 PRカー
ドを PDF ファイルを選択して下さい。
全て入力し「確認」ボタンをクリックしてください。

データアップロード方法

「送信」をクリックして下さい。

以上でアップロードは完了です。

①

②



出願書類④：推薦書（A推薦のみ）

本校HP右上、受験生の方へをクリックすると、
赤枠内のように表示されます。「募集要項・インター
ネット出願・学費」をクリックして下さい。

（西暦）

※記入は不要です

森 田 勉 殿

（西暦）

運　輸　科

６　限　制
６限制学業特待
７　限　制

７限制学業特待
入試相談時に確認した項目を◯で囲んでください。

運輸科学業特待

2023 年度入試推薦書「ファイルはこちら」を
クリックし、推薦書をダウンロードし印刷して
下さい。
上記で印刷した推薦書を使用して下さい。

＜自己推薦の場合：東京・神奈川を除く＞
保護者の方が全ての項目を記入して下さい。
なお、中学校長の署名及び捺印は不要です。

＜校長推薦の場合＞
中学校の担当の先生に全ての項目を記入お願い
して下さい。保護者、生徒の方は記入しないで
下さい。



出願方法：郵送までの手順

出願書類①：封筒及び宛名票

出願書類②：調査書 出願書類③：自己 PRカード
※データをアップロードした場合、郵送不要です。

出願書類④：推薦書
※A推薦（単願推薦）の方のみ

①出願書類①に必要な書類を入れて下さい。

※試験区分により提出する書類が異なります。ご注意ください。

②郵便局窓口にて簡易書留で郵送をお願い致します。
※本校事務窓口での出願手続きは行っておりません。必ず郵送でお願い致します。

以上で出願手続きは全て終了です。
試験当日に受験票の持参を忘れないようご注意ください。


