
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度（令和 5年度） 

生徒募集要項 

Kousen Catholic Senior High School 



2023年度光泉カトリック高等学校入試日程 
 

 専願・推薦受験者 併願受験者 

 10月 15日(土)～12月 17日(土) World Level事前面談（出願資格確認） 

10月 03日(月)～12月 15日(木) スポーツ推薦・活動実績推薦 出願資格審査 

 

12月 1日(木)～ インターネットによる出願情報登録 (本校ホームページ⇒高校インターネット出願) 

※「申込内容確認書」を印刷し、中学校へ提出（中学校より指示がある場合のみ） 

 

登録内容確認後、入学選抜料（20,000円）支払い手続き ⇒支払い後は出願情報変更不可 

入学願書・受験票を印刷 （受験票は切り離して入試当日まで各自保管） 

 

1月 13日(金) 

： 

1月 20日(金) 

出願手続き（入学願書と個人調査報告書を本校窓口へ持参または郵送） 

窓口受付時間：9:00～16:00（最終日は正午まで 土曜･日曜･祝日は取り扱いなし） 

郵送の場合は最終日の正午必着 

 

2月 2日(木) 入  学  試  験 

 

2月 7日(火) 合  格  発  表 

（ホームページで 15:00 発表、校内掲示なし） 

結果通知書：県内国公立中は、午前中到着の郵便で中学校長宛に一括送付、それ以外は、受験者宅へ速

達郵便で送付 

 

2月 10日(金) 

17:00まで 
インターネットによる入学手続き 

(本校ホームページ⇒高校入学手続き) 

入学金（150,000円）納入 

 

インターネットによる入学手続き 

(本校ホームページ⇒高校入学手続き) 

前納金（30,000円）納入 

2月 18日(土) 

10:30 ～ 
合格者制服採寸 

（学校行事等で出席不可の場合は、3 月 17 日に

採寸することも可） 

 

 

3月 16日(木) 

17:00まで 
 インターネットによる入学手続き 

(本校ホームページ⇒高校入学手続き) 

後納金（120,000円）納入 

3月 17日(金) 

13:00～ 
入 学 説 明 会（入学者招集日） 
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202３年度光泉カトリック高等学校生徒募集要項 
 

１ 募集人員 

全日制課程 

普通科 

（男女共学） 

Ｓコース 京大・阪大・神大・医学部をめざす  ３０名 

Aコース 同志社大・立命館大をめざす Global Program 選択可  ７０名 

Lコース 国公立大をめざす  ７０名 

Ｐコース 龍谷大・京産大をめざす Global Program 選択可 ７０名 

ＦＲコース 四年制私立大をめざす Global Program 選択可 ９５名 

世界の大学をめざす  ５名 

Career Path 公務員をめざす  １０名 

合      計 ３５０名 

（光泉カトリック中学校からの内部進学者を含む） 

       Global Program ･･･ ネイティブ教員による英語の授業や特別な留学メニューなどが充実した特別プ

ログラム。各コースの合格者のうち、英検取得級などの条件を満たせば、希望

者制で受講ができる。（出願時に受講希望登録が必要） 

 

２ 受験区分と出願資格 

推    薦 

2023年 3月に中学校卒業見込で、事前の出願資格審査で認められ、合格す

れば必ず本校に入学する者。 

志望できるコースは、A、L、Ｐ、ＦＲ、Career Path とします。 
 

スポーツ推薦 

すぐれた運動能力があり、在籍中学校長の推薦がある者。 
 

活動実績推薦 

中学の 3年間で積極的に行ってきた活動(校内・校外を問わず)がある、

または帰国生（海外在住が 1年以上でかつ、帰国後 3年以内）であり、

在籍中学校長の推薦がある者。 

専    願 
2023年 3月に中学校卒業見込で、合格すれば必ず本校に入学する者。 

※ World Levelは、事前面談で出願資格が確認できた者に限ります。 

併    願 
2023年 3月に中学校卒業見込、および 2022年 3月に中学校を卒業した者。 

※ World Levelは、併願での出願ができません。 

 

  ＜スポーツ推薦・活動実績推薦 出願資格審査＞ 

   ① 出願資格審査期間 

      2022年 10月 3日(月)  ～ 12月 15日(木) 

   ② 提出書類 

     本校指定の用紙を使用し、中学校より提出してください。 

スポーツ推薦 

▪ スポーツ推薦書 

▪ スポーツ実績報告書 

▪ 個人調査報告書（成績は中学 3年生 1学期または前期までのもの） 
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活動実績推薦 

        ▪ 活動実績推薦書 

        ▪ 活動実績報告書 ⇒ 志願者本人が直筆(鉛筆可)で記入 

※帰国生の場合は、海外生活で学んだことについて記入してください。 

        ▪ 個人調査報告書（成績は中学 3年生 1学期または前期までのもの） 

活動実績報告書の指定用紙は、本校ホームページ(www.kousen.ed.jp)の受験生の方へのページからダ

ウンロードできます。 

 

    ③ 出願資格審査結果の通知 

      提出書類による審査後、結果は中学校長あてに通知します。 

 

  ＜World Level出願資格＞ 

① 将来、ワールドワイドに活躍することを目標とし、世界の大学への進学をめざす意志を持つ者。 

② 英語の能力が非常にすぐれていること（英検 2級以上相当をめやすとする） 

③ World Level事前面談に出席し、①②の意思・能力が十分であると認められた者 

World Level事前面談 
 2022年 10月 15日、22日 11月 5日、19日 12月 3日、17日 （すべて土曜日） 

9:00～12:00の間で 30分程度（事前予約制） 

保護者同伴のうえ、受験希望者本人が出席してください。 

 ※ 予約は光泉カトリック高等学校入試部（TEL 077-564-7771）まで電話で連絡してください。 

 

  ＜Global Program受講希望登録条件＞ 

① 英語 4技能の能力が、出願時点で次の条件を満たすこと。 

コース A コース P コース FR コース 

英語 4技能の能力 英検準２級以上 

※ 他の英語に関する検定等で同等の能力がある場合でも可能（Q＆A参照） 

 

② 入学説明会で、①の英語 4技能の能力を示す書類を提出すること。 

※ 提出ができない場合は、Global Programの受講はできません。 

 

 

３ コースの志望 

▪ 出願時に、判定を希望するコースを第 1志望から第 3志望まで指定できます。合否判定の際には第 1志

望から順に判定を行い、一番初めに合格基準を満たしたコースでの合格となります。 

▪ 「第 1～第 3志望以外の判定も希望する」を指定すると、第 1～第 3志望のコースで合格基準を満たさな

かった場合、それ以外に合格基準を満たすコースがあれば、その中で合格基準が一番高いコースでの

合格となります。 

▪ 専願受験の場合、合否判定により第 2 志望、第 3 志望、それ以外に回し合格となった場合、併願扱いと

することも可能です。 

▪ World Level は、専願の第 1 志望、Career Path は第 1 志望(推薦･専願･併願のいずれも可)としてのみ

指定できます。 
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4 出願手続き 

 （１）インターネットによる出願情報登録 （2022 年 12 月 1 日(木)より入力可能） 

▪ 本校ホームページ(www.kousen.ed.jp)から、「高校インターネット出願」サイトにアクセスして志願者情報

などを入力してください。（入力方法はインターネット出願の手引きを参照） 

▪ 写真は 3 か月以内に撮影し、正面上半身脱帽・無背景で鮮明に写っているものが必要です。インター

ネット出願サイトからデータによる登録が可能です。入学願書をプリントアウトしてから、4.5×3.5cm の写

真(1枚)を貼り付けてもかまいません。 

▪ スポーツ推薦、活動実績推薦およびWorld Level を志望する場合は、出願資格が認められた際に発行

される出願資格コードを入力する必要があります。 

▪ 入力完了後、「申込内容確認書」により登録内容に誤りがないかを確認してください。（中学校より「申込

内容確認書」を提出するよう指示がある場合は、これをプリントアウトして中学校に提出して確認を受け

たのちに、入学選抜料支払いの作業を進めるようにしてください） 

 

 （２）入学選抜料  ２０，０００円 

▪ 出願内容に誤りがないことを確認した後、インターネット出願画面より入学選抜料支払いの手続きを行

ってください。（入学選抜料支払い手続き完了後は、出願内容の変更ができません） 

▪ 支払い方法は、クレジットカード決済、コンビニでの支払い、ペイジー(金融機関 ATM)でのお支払いが

あります。支払いにあたっては、決済手数料が必要です。(決済手数料の金額は支払い画面でご確認く

ださい)  

▪ いったん納入された入学選抜料は、理由のいかんにかかわらず返還しません。  

 

 （3）出願書類の提出 

2023年 1月 13日(金) ～ 1月 20日(金)  土曜・日曜・祝日を除く 

本校窓口受付時間 9:00～16:00 

ただし、最終日 1月 20日(金)は正午まで。 

郵送の場合は最終日の正午必着とします。 

（郵送での出願方法は、７ページの Q＆Aを参照してください） 

 

  ＜提出書類＞ 

① 入学願書 

▪ 入学選抜料支払い手続き完了後、インターネット出願サイトで入学願書と受験票を A4 白色の

用紙に印刷してください。（印刷方法はインターネット出願の手引きを参照） 

▪ 写真をデータ登録していない場合は、入学願書の所定欄に 4.5×3.5cm の写真(1 枚)を貼り付

けてください。 

▪ 推薦および専願の志願者の場合は、入学誓約欄の内容を確認し、所定欄に保護者が自筆で

署名してください。 

▪ 入学願書と受験票はキリトリ線で切り離し、入学願書のみを提出してください。受験票は、受験

者で保管し、入学試験当日に忘れずに持参してください。 

 

② 個人調査報告書 

▪ 本校指定の用紙に中学校で必要事項を記入し、厳封したもの。（開封無効） 

個人調査報告書の指定用紙は、本校ホームページ(www.kousen.ed.jp)の受験生の方へのページからダウ

ンロードできます。 
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5 入学試験 

 （１）試験日 

2023年 2月 2日(木) 集合９：００ 開始９：３０ 

 

 （2）試験時間・科目 
専願・併願                    スポーツ推薦・活動実績推薦 

受験科目 配点 試 験 時 間  受験科目 配点 試 験 時 間 

国   語 100点  9:30～10:10 (40分)  国   語 100点  9:30～10:10 (40 分) 

数   学 100点 10:30～11:10 (40分)  数   学 100点 10:30～11:10 (40 分) 

英   語 100点 11:30～12:10 (40分)  英   語 100点 11:30～12:10 (40 分) 

社   会 100点 13:05～13:45 (40分)  面   接 グループ面接(5名 1組) 10分 

理   科 100点 14:05～14:45 (40分)     

面接(専願のみ) グループ面接(5名 1組) 10分    

  リスニング試験はありません。 

 World Level志望者の面接は、英語で実施する個人面接(10分)になります。 

6 選抜方法 

出願時に志望したコースについて、推薦・専願・併願の受験区分別に下記の評価項目を総合的に判

断して合否を判定します。 

スポーツ推薦 

活動実績推薦 

入学試験（３教科）、個人調査報告書、 

推薦書、実績報告書、面接 

専    願 入学試験（５教科）、個人調査報告書、面接 

併    願 入学試験（５教科）、個人調査報告書 

▪ 専願および推薦は併願と比べて合格基準点が 10～15点程度優遇されます。 

※ Global Programの受講希望登録有無は、各コースの合否には影響しません。 

 

7 合格発表 

2023年 2月 7日(火)  結果通知書で受験者あてに通知します。 

 

▪ 県内国公立中学校在籍者は、結果通知書を中学校経由でお渡しします。その他の中学校在籍者

には、直接受験者あてに速達で郵送します。（居住地域により、合格発表当日中に到着しないこと

があります） 

▪ 同日の 15:00～17:00に、本校のホームページ(www.kousen.ed.jp)に合格者の受験番号を掲載しま

す。校内掲示は行いません。 

▪ 電話での問い合わせには応じられません。 

 

8 入学手続き 

合格者は、下記期間内に入学金 150,000円を納入してください。 

（併願合格者は前納金 30,000円、後納金 120,000円の分納になります） 

推薦・専願合格者 
入学金 150,000 円を 

2023年 2月 7日(火)から 2月 10日(金)17:00までに納入 

併 願 合 格 者  

前納金 030,000 円を 

2023年 2月 7日(火)から 2月 10日(金)17:00までに納入 

後納金 120,000 円を 

2023年 2月 7日(火)から 3月 16日(木)17:00までに納入 
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▪ 本校ホームページ(www.kousen.ed.jp)から、「高校入学手続き」サイトにアクセスしてください。（詳

細は試験結果通知書に同封されています） 

▪ 支払い方法は、クレジットカード決済、コンビニでの支払い、ペイジー(金融機関 ATM)でのお支払い

があります。支払いにあたっては決済手数料が必要となります。(決済手数料の金額は支払い画面

でご確認ください)  

▪ それぞれの期間内に入学手続きを済まされなかった場合は、入学を辞退したものとして取り扱い

ます。（併願合格者で、前納金を期日までに納入されなかった場合も入学を辞退したものとして取

り扱います） 

▪ いったん納入された入学金（前納金･後納金）は、理由のいかんにかかわらず返還しません。 

 

※本校を併願で合格した者が、滋賀県以外の公立高等学校の一般選抜（3 月上旬までに実施されるもの）

を受験し、その合格発表日が本校の後納金納入期日以降となる場合は、納入期日を延期する等の措

置をとりますので、事前に在籍中学校を通じてご相談ください。 

 

9 入学説明会（入学者招集日） 

2023年 3月 17日(金) １３：０0～ 本校にて実施します。 

▪ 保護者同伴で、必ず出席してください。欠席した場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。 

▪ 出身中学校の卒業式などの行事と日程が重なる場合や、併願合格者で他受験校の入試日程によ

り本校への進学が確定していない場合は、別の日時を指定する等の措置をとりますので、事前に

在籍中学校を通じてご相談ください。 

制服採寸日（詳細は該当者に別途通知します） 

◇専願・推薦合格者       2023年 2月 18日(土)  10:30～ 

◇併願合格者          2023年 3月 17日(金)  入学説明会終了後 

 

10 初年度納付金 (2023 年度入学者予定) 

     入学金 （入学手続き時に納入） 

入 学 金 １５０，０００ 円 
併願合格者は前納金 30,000 円、 

   後納金 120,000円の分納となります。 

 

学費および諸会費 （入学後に年一括もしくは学期ごとに分納） 

授 業 料 ４４４，０００ 円  

教 育 充 実 費 １４４，０００ 円  

施 設 整 備 費 ６０，０００ 円  

教育協力会費 ２１，０００ 円 入会金 03,000 円、年会費 18,000 円 

後 援 会 費 ３０，０００ 円 入会金 20,000 円、年会費 10,000 円 

生 徒 会 費 ７，２００ 円  

合 計 ７０６，２００ 円  

※World Level入学者は上記のほかにWorld Level費用 ３００，０００円(年額)が必要です。 

  （留学の学費・渡航費・滞在費、および海外進学指導にあたる諸経費に充当します） 

※Global Program については、受講費用は不要ですが、留学に参加する場合などは、実費の負担

が必要です。 

▪ 保護者の所得が一定額未満の場合、国から「高等学校等就学支援金」が支給されます。 

▪ 本校では入学前の寄付金制度はありません。入学後に寄付金を募集する場合は、すべて任意で

の取り扱いとなります。 
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高等学校等就学支援金 （2022 年度入学生に対する支援金等の内容） 

高等学校等に通う生徒に対して、国から授業料に充てるための高等学校等就学支援金が支給され

ます。支給額は、保護者の世帯年収が約 590万円未満の場合は 396,000円/年、約 590万円以上 910

万円未満の場合は 118,800円/年となり、最終的に本校の授業料が支援金相当分減額されます。 

支給については必要な手続きが完了した後に、学校あてに支援金が振り込まれますが、授業料は

一旦全額納付していただいた後、保護者の銀行口座に、2 月末日（予定）に振込支給するなどの方法

となります。 
 

※上記の他に滋賀県在住の場合、世帯年収が約 590 万円以上～910 万円未満（高等学校等就学支

援金が 118,800円支給される世帯）の場合、「滋賀県私立高等学校等特別修学補助金」として、世帯

年収に応じて 59,400 円/年（2022 年度入学生実績）が県から支給されます。 

 

11 奨学金制度等 

 （１）聖パウロ学園奨学金制度 

本校へ入学した者のうち、選定会議の審査により次のいずれかの適用条件を満たすと認められた者

に対して奨学金を支給します。支給期間は原則として 3 年間としますが、生徒指導上の問題行動や著

しい成績の低下などがあった場合は、支給を停止することがあります。 

 

① 成績、人物ともに優秀で、他の生徒の模範となる者 

S コースに合格、または Aコース・World Levelに優秀な成績で合格し、入学した者に対して、授業

料、教育充実費、施設整備費として本校に納入すべき相当額(就学支援金差し引き後)の全部また

は一部を、奨学金として支給します。適用条件や支給内容は、対象者に合格通知と合わせて通知し

ます。 

※ 大学進学に際しては、指定校推薦の対象外となります。 

※ コース変更をした場合は、支給の対象外となります。（A コースから Sコースへの変更を除く） 

 

② スポーツまたは一芸の能力が特に優れ、学業が同学年の一般生徒と同じ水準にあり、生活

態度等に関して他の生徒の模範となる者 

審査にあたっては、在籍中学校長の推薦書が必要です。また、原則として、種目ごとに各学年５名

以下とします。対象者には授業料、教育充実費、施設整備費として、本校に納入すべき相当額(就

学支援金差し引き後)の全部または一部を、奨学金として支給します。 

 

 （2）兄弟姉妹授業料支援金制度 

光泉カトリック中学校・光泉カトリック高等学校に兄弟姉妹が在籍している期間中、在籍している兄弟

姉妹の最年少の生徒１人を除き、授業料として本校に納付すべき相当額（就学支援金差し引き後）の

半額を兄弟姉妹授業料支援金として支給します。ただし、当該生徒および兄弟姉妹が聖パウロ学園

奨学生の場合は、本制度における兄弟姉妹の対象から除外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志願者の個人情報の保護について 

入学試験の出願に際して、志願者および在籍中学校から提出された個人情報は、「学校法人 聖パウ

ロ学園 プライバシーポリシー」（本校ホームページに記載）に基づき、適正な管理と保護に努めます。 
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 専願と併願のちがいは何ですか？ 

 

 「本校の入試で合格すれば、必ず本校へ入学する」という人が専願で、「本校の入試で合格しても、

他校の入試で合格した場合は、他校に入学するかもしれない」という人が併願となります。合否の判定

は、専願のほうが有利になります。 

 

 

 志望するコースをきめるときに、注意しなければならないことは何ですか？  

 

 コースによって、目標とする進路にあわせて授業の内容が異なります。学校案内などに記載されてい

る説明をよく読んで、自分にあったコースを選択してください。 

      また、合否を判定する際は第１志望から順に判定を行い、合格基準を満たすコースがあった場合に、

そのコースで合格となり、それ以下の志望順位のコースは判定されませんので注意してください。 

 

例） Lコース(合格基準点 305)を第 1志望、Aコース(合格基準点 340)を第 2志望として受験し、当日

の入試得点が 350点であった場合、第 1志望の Lコースで合格基準を満たしているため、Lコー

スで合格となり、Aコースは合格基準を満たしていたとしても、判定の対象となりません。 

 

 

 合格したコースを変更できますか？ （例：Ａコースで合格し、入学後にＬコースに変更する）  
 

 入学時点で合格したコースを変更することはできませんが、成績などの条件を満たせば進級時にコ

ースを変更することができます。 

 

 

 郵送で出願をしたいのですが、どうすればよいですか？  

 

 郵送で出願する場合は、願書を折り曲げずに入れることができる封筒（角型 2 号など）を用意し、入

学願書と個人調査報告書（中学校で作成して厳封されたもの）を入れて下記のあて先に簡易書留郵便

で送付してください。 

 

  出願書類の郵送先 

〒525-8566 滋賀県草津市野路町 178 

 光泉カトリック高等学校 入試部 

 

 返信用の封筒や切手は不要です。 

 郵送出願の締め切りは、出願期間最終日の正午（必着）です。（書類に不備があると受理できないことも

ありますので、なるべく出願期間初日に本校へ到着するように郵送してください） 

入試に関するQ＆A 

Q１ 

A１ 

Q2 

A2 

Q3 

A3 

Q4 

A4 
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 現在、海外の学校に通っているのですが、光泉カトリック高校へ入学することはできますか？ 

 

 文部科学省が定める高校入学資格を満たすとともに、本校の出願資格を満たす中学卒業年に相当する

年齢であれば、他の受験者と同じ内容で入学試験を受け、合格することができれば入学可能です。また、

文部科学省の認定を受けた海外日本人学校等で、日本の学習指導要領に準じた学習評価がされてい

る場合は、活動実績推薦を利用した受験も可能です。（在籍されている海外日本人学校等を通じてご相

談ください） 

合格後の制服採寸や入学説明会などの日程を帰国時期にあわせる等の配慮も可能ですので、事前

に入試部までお問い合わせください。 

 

 

 試験会場の下見はできますか？  

 

 下見の時間は特に設けておりませんので、試験日の前日などに校内へ立ち入ることはできません。ま

た、どの教室が会場になるかなども試験当日までわかりません。 

試験当日には、掲示や看板などで会場の案内をするとともに、誘導員も配置します。 

できるだけ、OPEN DAY(学校説明会)等で学校の様子を、ご確認ください。 

 

 

 Global Program希望登録の条件を満たす英語4技能の資格検定は、英検以外

にどのようなものがありますか？  

 

 英検以外の資格検定については、次の表に記載のスコア等で同等のものとして取り扱います。な

お、GTEC はオフィシャルスコアで判定します。 

 

英検 GTEC TEAP TEAP 

CBT 

TOEFL 

iBT 

IELTS ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ 

英語検定 

2級 960以上 225以上 420以上 42以上 4.0以上 140以上 

準 2級 690以上 135以上 235以上 該当なし 該当なし 120以上 

     

※TOEFL iBTと IELTSについては、英検準 2級相当の判定ができないため、英検 2級相当のスコ

アを、Global Programの希望登録条件とします。 

Q5 

A5 

Q6 

A6 

Q7 

A7 
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≪光泉カトリック中学校 インターネット出願の手引き≫ 
 

 

＜インターネット出願利用可能期間＞ 

出願サイトへのアクセスは、2022年12月1日（木）から可能です。 

 

＜インターネット出願を利用する環境について＞ 

インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン・タブレット端末）及びプリンターをご用意いただける方は、

ご自宅等で出願が可能です。  

インターネットに接続できる環境をご用意いただくことが難しい方は、本校のパソコン、プリンターをお使いいただく

ことができます（スムーズに対応させていただくために、来校前に連絡をお願いします）。 支払い方法をコンビニかペ

イジー対応金融機関ＡＴＭで選択した場合、本校近くのコンビニ・金融機関で支払い後に、再度来校いただいて受験票

等の印刷を行う必要があります。 

 

＜インターネット出願の手順＞ 

手順１ メールアドレスの登録（mcIDの作成） 

 ※OPENDAY参加申し込みなどで、すでにメールアドレスを登録されている場合は、この操作は不要です 

 
対象画面 本校のホームページ（https://www.kousen.ed.jp） 
操作内容 「高校インターネット出願」ボタンを押す 

 

対象画面 光泉カトリック高等学校のネット出願へようこそ 
操作内容 「初めての方はこちら」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP1 E-mail送信（ユーザ登録用確認コード送信） 
操作内容 メールアドレスを入力し「送信」ボタンを押す 

携帯電話のメールアドレスも使用可能ですが、迷惑メール対策をされている場合は「@e-shiharai.net」の

受信許可をあらかじめしておいてください 

 

対象画面 STEP2 パスワード登録画面 
操作内容 メールで送信された確認コードを入力してから 

氏名・生年月日・パスワードを入力し「登録」ボタンを押す 

 

手順２ ログイン（マイページの表示） 

対象画面 本校のホームページ（https://www.kousen.ed.jp） 
操作内容 「高校インターネット出願」ボタンを押す 

 

対象画面 光泉カトリック高等学校のネット出願へようこそ 
操作内容 「ユーザID登録がお済みの方へ」から登録したメールアドレスとパスワードを入力して「ログイン」を押す 

 

対象画面 志願者選択 
操作内容 志願者の氏名のボタンを押すとマイページが表示される 

 

手順３ 出願情報の入力 

対象画面 マイページ 
操作内容 「新規申込手続きへ」ボタンを押す 

 

 

光泉カトリック高等学校 インターネット出願の手引き 
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対象画面 STEP1 入試区分選択 
操作内容 入試区分(推薦・専願・併願など)を選択し「次へ」ボタンを押す 

「利用規約および個人情報の取り扱い」を確認し「同意して次へ」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP2 志願者情報入力・保護者情報入力 
操作内容 志願者情報（志望コースの情報を含む）、保護者情報を入力し「試験選択画面へ」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP3 試験選択 
操作内容 試験日、推薦区分（推薦入試の場合のみ）を選んで「選択」ボタンを押す 

→現在選択中の試験の欄に試験名が表示される 

「保存して中断する」ボタンを押す 

 

対象画面 申し込み情報保存完了 
操作内容 「マイページへ」ボタンを押す 

 

手順４ 申込内容の確認 

対象画面 マイページ 
操作内容 「申込確認」ボタンを押す 

※「キャンセル」ボタンを押すと、これまで入力した内容が消去されるので注意 

 

対象画面 申込内容確認 
操作内容 入力した内容に誤りがないかを確認 

→誤りがある場合は、「戻る」ボタンを押してマイページに戻り「続きから」ボタンを押して訂正する 

 

◆中学校から、申込内容確認書を提出するよう指示がある場合 

 「申込内容確認書」ボタンを押してダウンロードされたPDFファイルの内容をA4サイズの白い用紙に印刷し、 

  中学校に提出して内容を確認してもらってください（受験料の支払いは確認後に行ってください） 

  ※iPhoneやiPadでPDFファイルが開けない場合は、「申込内容確認書PDFの表示・印刷について」から 

確認してください 

  ※自宅にプリンターがない場合は、「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」からを押し、画面に従って 

プリントの予約を行うと、コンビニエンスストアのコピー機で印刷ができます 

 

手順５ 受験料（入学検定料）の支払い 

※受験料の支払いを行うと入力内容が確定され、変更できなくなりますので注意してください 

 
対象画面 マイページ 
操作内容 「続きから」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP2 志願者情報入力・保護者情報入力 
操作内容 ※入力内容の確認が済んでいる場合は、各項目の内容を変更しないように注意してください 

「試験選択画面へ」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP3 試験選択 
操作内容 ※現在選択中の試験に受験を希望する試験が表示されている場合は、試験日等の「選択」は不要 

「お支払い画面へ」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP4 お支払い方法の入力 
操作内容 「クレジットカード決済」、「コンビニ支払い」、「ペイジー対応金融機関ATM支払い（現金）・（カード・通

帳）」、「ペイジー（ネットバンキング）」から希望する支払い方法を選択する。（コンビニ支払いの場合は、支

払いを行う店舗も選択する） 
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※お支払方法により事務手数料が異なるので、画面表示でご確認ください 

「確認画面へ」ボタンを押す 

 

対象画面 STEP5 出願情報の確認 
操作内容 支払い方法を確認する（クレジットカード払いの場合は、カード番号等の入力を行う） 

志願者情報（志望コースの情報を含む）、保護者情報の最終確認を行う 

「上記内容で申込む」ボタンを押す 

※支払いが完了すると「支払い完了メール」が届きます 

（コンビニやATMでの支払いを選んだ場合は、そちらの支払いが終わった後に届きます） 

 

対象画面 STEP6 送信完了 
操作内容 「マイページ（受験票出力）へ」ボタンを押す 

 

 

   

◆受験料（入学検定料）の支払い方法について 
 

① クレジットカードによるオンライン決済 

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。クレジットカードによるオンライン決済にて、

24時間、受験料の支払いが可能です。受験料のお支払いが即時に完了するので、コンビニなどへお支払いに行く手

間が不要になります。 

支払いについては、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます。 

▼ご利用いただけるクレジットカード  

 

 

 

 

② コンビニレジでの支払い 

出願登録後、払込番号を控え、選択したコンビニレジにて支払いを済ませてください。支払い後に受け取る「お客

様控え」はご自身で保管してください。「お客様控え」はコンビニにより異なります。 

以下のコンビニにて、24時間、受験料のお支払いが可能です。 

▼ご利用いただけるコンビニ 

 
 

③ ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払い 

ペイジー対応金融機関ＡＴＭで支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるＡＴＭでご利用いただけます）。た

だし、金融機関窓口でお支払いいただくことはできません。 

【注意事項】 

キャッシュカードをご利用の場合は、ＡＴＭ設置金融機関のキャッシュカードをご用意ください。（例：ゆうちょ銀行

の場合、ゆうちょカードのみご利用いただけます。）現金でのお支払いも可能です。（10万円まで） 

ATM操作途中で操作を取りやめ、異なる金融機関ATMにて再操作するとロックがかかります。ご注意ください。 

 

▼ご利用いただける金融機関ATM 

    
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、

関西みらい銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、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、群馬銀行 

※ペイジー（Pay-easy）操作方法の詳細については https://www.pay-easy.jp/ をご覧ください。 

 

④ ペイジー（ネットバンキング）での支払い 

ペイジー対応金融機関ネットバンキングの手順・画面に関しては各機関で違いがあります。ネットバンキングの手

順・画面に関するお問合わせは、各金融機関へお問合わせいただきますようお願いいたします。 
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手順６ 顔写真データの登録 

  ※入学願書に写真を貼り付ける場合、この操作は不要です 

 
対象画面 マイページ 
操作内容 「出願用顔写真を登録する方はこちら」ボタンを押す 

 

対象画面 顔写真アップロード 
操作内容 画面の指示に従って、顔写真を登録する 

 

手順７ 入学願書・受験票の印刷 

  ※受験料の支払いが完了（支払い完了メールの着信）以降に印刷が可能になります 

 
対象画面 マイページ 
操作内容 「受験票」ボタンを押す 

 

対象画面 受験票 
操作内容 「受験票表示」ボタンを押してダウンロードされたPDFファイルの内容をA4サイズの白い用紙に印刷して

ください 

自宅にプリンターがない場合は、「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」からを押し、画面に従

ってプリントの予約を行うと、コンビニエンスストアのコピー機で印刷ができます 

 

手順８ 入学願書の提出 

顔7写真をデータ登録していない場合は入学願書の所定欄に志願者の顔写真を貼付けてください（データで顔写真

を登録した場合でも、写真の印刷が不鮮明な場合はその上から顔写真を貼付けてください） 

推薦・専願の受験者は専願(推薦)誓約書欄に保護者が自筆で署名してください 

印刷された入学願書と受験票を切り離します（受験票は大切に保管し、入学試験当日に持参してください） 

入学願書に個人調査報告書（中学校で作成して厳封したもの）を添えて指定の期間内に本校窓口へ持参もしくは郵

送してください 

⇒この提出により、出願の受理となります（期間内に書類の提出がないと、受験することができません） 

※入学願書の提出は学校でまとめて行われる場合があります（滋賀県内では多くの公立中学校がこの方法） 

 

◆出願書類の提出期間 

202３年1月13日(金) ～ 1月20日(金)  土曜・日曜・祝日を除く 

本校窓口受付時間 9:00～16:00 ただし、最終日1月20日(金)は正午まで 

郵送の場合は最終日の正午必着とします 

 

 

 

参考情報 

 具体的な画面表示イメージや一般的な操作方法については、インターネット出願運営会社の説明サイトに詳しく記載

されていますので、そちらも参考にしてください 

 

https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/  

 

 

 

 

https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人 聖パウロ学園 

光泉カトリック高等学校 
〒525-8566 滋賀県草津市野路町 178 

    TEL 077-564-7771 (入試部直通) 

    FAX 077-564-1800 (入試部直通) 

       www.kousen.ed.jp 


