


今年度の変更点

① 願書もWEBを利用して提出
写真はお子様の顔写真のみ
→ インターネット出願で登録

② 健康診断書の提出はありません。
③ 合格時の入学金は、検定料と同様

振り込みでの納入
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出願方法

一般入試 ：インターネット出願のみ
ＡＯ型入試：インターネット出願と

推薦書2通郵送提出

出願サイトは本校ホームページのこちらの
バナーからアクセスしてください
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https://www.tjk.jp/p/
TOPページ「入学案内」→「募集要項」



出願期間

【インターネット出願】※ＡＯ型・一般共通

令和2年 9月7日（月）0時～
令和2年10月3日（土）23時59分まで

【書類提出】※ＡＯ型のみ

提出期日
令和2年 9月7日（月）～
令和2年10月5日（月）まで（厳守）
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インターネット出願手続き全体のイメージ（Step1～Step3)

出願・書類提出(AO型入試のみ）
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インターネット出願手続き全体のイメージ（Step4・Step5)

保護者面接・考査
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出願までの流れ

ユーザーID登録（メール
アドレスの登録）をする

確認コードが送られてき
ます

確認コードを入力
し、パスワードを
設定の上登録を完
了してください

出願サイトにアクセスします

「東京女学館小学校ネット出願へようこそ」

手順① 出願サイトのご利用には、ユーザＩＤ登録
（メールアドレス）が必要になります
※説明会等のイベント予約で既にユーザＩＤ登録
されている方は、再度の登録は不要です

登録いただいたメールアドレスは本校が
・手続き完了メール送信
・面接や受験票印刷などに関するお知らせ
・緊急連絡
等に利用します

AO型入試と一般入試の併願や双子で受験される
場合は、必ず同じユーザーＩＤ（メールアドレス）で出
願してください
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出願までの流れ

登録したユーザーＩＤ（メールアドレ
ス）とパスワードでログインします

登録された方の名前で「マイページ」画面
が開きます
画面の指示に従って出願手続きを行います

※AO型入試と一般入試
の併願や双子で受験され
る場合は、必ず同じユー
ザーＩＤ（メールアドレス）で
出願してください

書類の提出をする
令和2年9月7日(月) ～ 令和2年10月5日(月)まで（厳守）

手順② 出願

出願サイトでの手続き完了
※一般入試は出願手続き完了

手順③ 書類提出
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ＡＯ型入試



お知らせを
よくお読みください

①ユーザーID登録
（メールアドレスの登録）をする
※説明会予約で登録済の方は不要です

②登録したメールアドレスとパスワードで

ログインします
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ここをクリック
します

志願者の氏名が表示され
ます

志願者の追加
双子の場合はここから
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双子の場合は

志願者（お嬢様）の氏名が
表示されます
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出願

顔写真データを登録します
※顔写真データを登録しないと下の
「新規申込手続」には進めません

出願顔写真データを登録後にクリック



ここをクリックすると規定の内容が下に表示されます

クリックして顔写真データ登録手続きに進みます。
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クリックして写真データ登録手続きに進み
ます。
用意した顔写真データを選択して登録します
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出願
志願者本人のみが写っているもの
サイズを調整して登録します

👈サンプルの為ぼかしていますが、
ご本人の顔がはっきり確認できるもの
を登録してください
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出願

写真登録後の注意点
システム上、写真の変更が可能
ですが、登録された顔写真デー
タをもとに本校で「考査票」を作
成しますので、出願完了後は顔
写真データの変更をしないでく
ださい

登録が完了しました
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出願
顔写真登録が完了するとマイ
ページ画面に戻るので
出願申込手続きへ進みます



「令和３年度入試」を選択
※試験の選択は「Step3試験選択」の画面で行います
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「規約同意確認」ウィンドウは最後
までスクロールしてお読みください

最後までスクロールしないと「同意
して次へ」ボタンは押せません
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志願者の情報を入力します
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保護者面接（AO型入試と一般入試それぞれ実施）の日時と
一般入試の合否（一般入試受験の方のみ）を確認するため
の専用サイトに後日アクセスしていただきます

その際に入力していただくパスワードになります

志願者の情報入力の中に「面接日時・合否確
認用パスワード」項目があります
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保護者の情報を入力します

緊急連絡先
携帯電話番号、勤務先等

21



同居されている家族の情報
を入力します

学校に知らせたい
情報がありましたら
「自由備考欄」に入
力してください
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試験を選択するために検索します
①AO型入試・一般入試（併願）
②AO型入試
③一般入試
※②と③は追加申込で併願にできます
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検索した試験区分でよろしければ

「選択」ボタンをクリックします

途中までの内容を保存して
作業を中断することもできます
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選択した試験区分が選択中として表
示されます。併願の場合はAO型入試
と一般入試がそれぞれ表示されます

取り消したい場合は
「選択解除」ボタンをクリックします

お支払い方法の選択に進む
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以下のお支払い方法が選べます
・クレジットカード
・コンビニエンスストア
・ペイジー
※お支払方法により手数料が
異なります
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入力された項目を全て確認して
いただき「上記内容で申込む」
ボタンをクリックすると手続きが
完了となります

※「上記内容で申込む」ボタン
をクリック後は情報の修正がで
きなくなりますので、誤りがない
かをよくご確認ください
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手続きが完了すると

「学校からのお知らせ」が表示
されます
よくお読みください

申込確認、面接票・宛名シートの印刷へ

28



入金完了後、こちらの「受験
票」ボタンをクリックすると
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「宛名票表示」ボタンをク
リックすると

「面接票」と「宛名シート」
を印刷できます
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AO型入試と一般入試を併願されている場合は2ページダ
ウンロードされます

こちらの表記でAO型入試か
一般入試かを確認します
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こちらの表記でAO型入試か
一般入試かを確認します

併願の場合、AO型入試と
一般入試の受付番号は同
一の番号になります
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一般入試で印刷される
宛名シートは使用しませ
ん



保護者面接（AO型入試・一般入試）10月中に実施

AO型入試と一般入試を併願される場合は、それぞ

れ面接をしていただきます。面接日時が異なります
ので、必ず、それぞれの面接日時をご確認ください

面接の日時・場所については令和2年10月6日（火）

以降にメールを配信しますので、受信後に「面接日
時・一般入試合否確認サイト」にアクセスしてご確認
ください。

お知らせした面接日時を「面接票」の記入箇所に記
入して面接当日にお持ちください

「面接日時・一般入試合否確認サイト」アクセスする
際のIDは「受付番号」、パスワードは「出願サイト」で
登録したものになります
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こ
ち
ら
を
切
り
離
し
て
本
校
所
定
の
封
筒
に
貼
り
郵
送
し
て
く
だ
さ
い

AO型入試のみ
募集要項（AO型入試）p.2の
【提出書類】を本校所定の封筒に入
れ「簡易書留」にして郵送してください

提出期日
令和2年9月7日（月）～

令和2年10月5日（月）まで
（厳守）

※書類を提出されたことで出願となり
ます
※一般入試の場合は書類提出はあり
ません

34



考査

受験票については令和2年10月26日（月）9時以降にメー
ルを配信しますので、受信後に「出願サイト」にアクセスし
て印刷してください
・考査日及び受付時間を受験票でご確認ください

AO型入試：11月1日（日）
一般入試 ：11月2日（月）もしくは11月3日（火）

※考査日は学校が指定します
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受験票のメッセージ欄で考査日と受付時間を確認
していただきます
考査当日に保護者面接の際にお渡しする「考査票」
と一緒に「受験票」をお持ちください
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