
夙川中学校
インターネット出願詳細手順書

出願サイトへアクセス
（P.1）

本校ホームページ
（P.1）

マイページの作成（ユーザIDの登録）
（P.1～4）

出願申込
（P.5～12）

受験票・入学願書の印刷
（P.13～14）

当日、受験票・入学願書を持参

本校ホームページの特設サイトより出願サイトへア
クセスしてください。

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれか
をご利用ください。

メールアドレスをIDとして登録します。ご自身の受
信可能なメールアドレスをご用意ください。
すでに「mcID（共通ID）」をお持ちの方は同じIDをご
利用ください。

出願情報を入力し、お支払い方法を選択した上で
申込を完了してください。

申込完了後、受験票・入学願書が印刷可能となり
ます。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷し、
受験票と入学願書を切り離して保管してください。
※顔写真は必須です。

入学願書に朝の体温を必ずご記入ください。受験
票・入学願書ともに受験会場までお持ちください。

出願から受験までの流れ



夙川中学校の出願サイト（https://mirai-compass.net/usr/smshukuj/common/login.jsf）へアクセスしてください。

① 出願サイトへアクセス

「はじめての方はこちら」からユーザIDを登録してください。すでにユーザID（mcID（共通ID））をお持ちの方は、
メールアドレスとパスワードを入力してログインした後、5ページ目の「③出願申込」へお進みください。

② マイページの作成 （ユーザIDの登録） ※Step１～5があります
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https://mirai-compass.net/usr/smshukuj/common/login.jsf


●注意事項
・「@e-shiharai.net」からのEメールを受信できるように設定してください。
・URL付メールを受信できるように設定してください。
・各キャリアのメール受信設定方法はこちらからご確認ください。

docomo au SoftBank

Step1

メールアドレスを入力し、「送信」ボタンを押してください。入力されたメールアドレス宛にユーザ登録用の確認
コードが届きます。

※フィーチャー・フォン（ガラケー）ではその後のお手続きが行えません。インターネットに接続されたパソコン等
でお手続きください。

Step2

Step1で入力したメールアドレス宛に届いた【確認コード】を入力してください。

mirai-compass@e-shiharai.net
からのメール
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https://www.docomo.ne.jp/info/spam_mail/spmode/domain/
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/mms/whiteblack/


志願者の名前（カナ）、生年月日、パスワードを入力してください。利用規約をご確認いただき、同意した上で
「登録」ボタンを押してください。

Step2（続き）

●mcID（共通ID）登録について
「mcID（共通ID）として登録する」の項目で「はい」を選択いただくと、
姉妹校の須磨学園中学と同一IDで申し込むことが可能です。
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Step3

パスワード登録を完了すると、ログインできる状態になります。ユーザ情報の登録はログイン後も可能です。
「ログインへ」を選んだ方は、次のページの「③出願申込」へお進みください。
「ユーザ情報登録へ」を選んだ方は、下のStep4へお進みください。

Step4

・
・
・

全ての項目を入力後、「登録」ボタンを押してください。

Step5

以上で登録完了です。「ログインへ」ボタンよりログインを行ってください。
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ID登録完了後、ログインすると志願者名のボタンが表示されますので、そちらをクリックしてください。

③ 出願申込 ※Step１～6があります

双子のお子様はこちらからもう一名を追加登録してください。同一IDでお二人の
マイページを切り替えて使用可能です。登録後、それぞれのお名前で申し込みを
お願いいたします。切り替えはマイページ上部の「志願者切替」よりできます。

出願用顔写真を登録してください。
マイページ最下部の「新規申込手続きへ」をクリックしてください。
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インターネット環境がない場合は、本校受付窓口で出願可能です。出願期間内にご予約
の上来校してください（ご予約は本校入試事務局（078-578-7226）まで）。本校受付窓口で
のインターネット出願の場合、受験料は現金納入も可能です。

顔写真は下記のいずれかの方法で必ずご準備ください。
①受験生顔写真データ登録をする。
②受験票・願書を印刷後、顔写真を所定の場所に貼り付ける。
（サイズ 4cm×3cm）

貼り付けてください。（サイズ 4cm×3cm）



Step1

「入試区分」から「中学校入試」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

「利用規約および個人情報の取り扱い」をお読みいただいた後、最下部の「こちら」から「本学園における個人
情報の取扱いについて」を必ずご確認ください。ご同意いただける場合は「同意して次へ」ボタンを押してくださ
い。

・
・
・

中学校入試（申込期間：12/12 ～ 1/16）
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申込期間は各日程で異なりますのでご注意ください。
＜第1回入試＞ 2022年12月12日（月）～ 2023年1月12日（木） 16:00
＜第2回入試＞ 2022年12月12日（月）～ 2023年1月14日（土） 14:00
＜第3回入試＞ 2022年12月12日（月）～ 2023年1月16日（月） 8:00



Step2

出願情報をご入力いただき、「試験選択画面へ」ボタンを押してください。

...
...

...

海外在住の方は「海外の方はチェック」にチェックして
いただき、ページ下部の「国内連絡先郵便番号」「国
内連絡先住所」を必ずご入力ください。

資格試験優遇措置について同意し、利用される
場合は「同意します」 「優遇措置を利用します」
にチェックし、保有されている資格・検定と級を
ご選択ください。
本措置を利用するには、資格試験合格証の写し
の送付が必須です。
提出期限： 2023年1月12日（木）必着
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本学園における個人情報の取扱いについてご確認い
ただき、ご同意いただける場合はチェックしてください。...



下記の順番で操作を進めてください。（番号は下図の番号に対応しています。）
① 入試回、第1志望のコース、試験科目、試験会場の順に選択してください。
② 選択後、「検索された試験」に追加された内容をご確認いただき、「選択」ボタンを押してください。
③ 「現在選択中の試験」に追加された内容をご確認ください。
④ 「お支払い画面へ」ボタンを押してください。

・コースについて
※Bコースを選択していただくと、Aコースでの合否判定もいたします。（回し合格あり）
・試験科目
※教科による有利不利はございません。合否は得点率で判定します。
※当日は全ての選択教科の試験問題を配布します。問題をみて変更することも可能です。
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（１）１回の入試回のみ出願する方法

※続けて複数の入試回を出願する方は次のページをご覧ください。

①

②

③

④

試験検索のプルダウンから出願する
試験について選択してください。
すべて選択後「検索された試験」に
選択内容が表示されます。

Step3

●第２回入試について
・試験会場
須磨学園会場は、1月14日（土）須磨学園中学校の第１回入試を受験する方が選択できます。
上記以外の方は、本校会場を選択してください。（遅刻対応は本校会場のみです）

・遅刻対応を希望される方へ
第２回入試（1月14日午後）、本校会場のみ遅刻対応可能です。
詳細は12ページ下部をご確認ください。
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（２）複数の入試回を出願する方法

下記の順番で操作を進めてください。（番号は下図の番号に対応しています。）
①～③ （１）と同様に再度試験検索から出願する試験を選択してください。

※第３回入試も出願される場合は再度①～③の操作をして試験を選択してください。
④ 「現在選択中の試験」に複数回追加されたことをご確認ください。
⑤ 「お支払い画面へ」ボタンを押してください。

選択ボタンを押すと、「現在選択中の試験」に追加されます。

第３回入試も出願される場合は再度①～③の操作をして試験を選択してください。

①

②

③

④

⑤

第１回入試を選択した状態で、
第２回入試の申し込み可能です。

Step3（続き）



Step4

試験名・試験日にお間違いがなければ、お支払方法をご選択いただき、「確認画面へ」ボタンを押してください。

※出願後は理由の如何によらず返還できません。あらかじめ、ご了承願います。

※受験料と事務手数料をご確認ください。
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Step5

試験名・受験料・検定料・お支払い方法をご確認いただき、Step4で指定したお支払い方法に応じた必要情報
をご入力ください（下図ではクレジットカード支払いを例として表示しています）。

申込内容・志願者情報にお間違いがなければチェックをし、「上記内容で申込む」ボタンを押してください。
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夙川 太郎（男）

申込後は内容の変更はできません。申込内容・志願
者情報をよく確認してお申込みください。



Step6

クレジットカード以外の決済方法を選択された方は、支払期限内に受験料を納入してください。納入完了後、
「マイページ（受験票出力）へ」ボタンから受験票・入学願書を印刷できるようになります。
受験票・入学願書は切り離して、両方とも試験当日お持ちください。
入学願書に志願者・当日付き添いの保護者の体温記入箇所があります。当日朝にお忘れなく測定いただき、
ご記入ください。
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●資格試験優遇措置を利用される方へ
英語検定・漢字検定・数学検定を取得されている方は、合格証の写し等を『簡易書留』で郵送して
ください。本校特設サイト（https://www.sumashuku.jp/2023-chunyushi-tokusetu/）より送付状を
ダウンロードして、必要事項をご記入の上、同封してください。
提出期限： 2023年1月12日（木）必着

●遅刻対応を希望される方へ
第2回入試（1月14日午後）は、本校会場のみ遅刻対応可能です。遅刻対応希望の方は出願後、
本校特設サイト（https://www.sumashuku.jp/2023-chunyushi-tokusetu/）より申請してください。
申請可能期間： 2022年12月12日（月）9時～ 2023年1月13日（金）16時

●受験生顔写真アップロード機能を使用されない方へ
受験票と入学願書を印刷後、顔写真を所定の場所に貼り付けてください。
（デジタルカメラ・スマートフォンで個人撮影した写真も可）
（無背景・無帽・カラー ３カ月以内に撮影したものに限る）

・
・
・

●『2023年度夙川中学校出願者専用特設サイト』について
出願後、完了メールが届きます。
完了メールの中で『2023年度夙川中学校出願者専用特設サイト』のURLをお送りいたします。
内容を必ず確認してください。

https://www.sumashuku.jp/2023-chunyushi-tokusetu/
https://www.sumashuku.jp/2023-chunyushi-tokusetu/


「③ 出願申込」のStep6で表示された「マイページ（受験票出力）へ」ボタン、もしくは出願サイト上部の「マイ
ページ」からマイページを表示し、「受験票」ボタンを押してください。

④ 受験票・入学願書の印刷

「「受験票」表示」ボタンを押すとPDFで受験票・入学願書がダウンロードできます。

「ダウンロードできない方はこちら」から、ご登録いただいたメール
アドレスに受験票・入学願書のPDFを送信することが可能です。

「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」から、コンビニ
エンスストアのマルチコピー機で印刷するための予約番号を取得
することが可能です。

...
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受験票・入学願書は本校から発送いたしません。



受験票・入学願書に関する注意事項は下記をご確認ください。

・試験前日まで
- 受験票・入学願書をご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。(A4サイズ ヨコ 白い紙)
- 顔写真は必須です。写真をアップロードしていない方は必ず顔写真を貼り付けてください。
- 志願者欄の名前・郵便番号・住所・電話番号に誤りがないか確認し、誤りがなければ各欄の□に✓をしてく
ださい。誤りがあれば赤字で修正してください。

- 当日持参できるよう、キリトリ線で切り取ってください。

・試験当日
- 試験当日朝に体温を必ず測定し、入学願書にご記入ください。
- 顔写真を貼り付けた受験票・入学願書を試験会場に持参してください。
- 入学願書は、試験当日に試験室で回収します。受験生が持って試験室へお入りください。
- 保護者の方は受験番号を確認できるようにしておいてください。帰宅誘導の際は受験番号でご案内します。
- 試験当日、自家用車での来場はご遠慮ください。

・試験後
- 受験票は、入学手続きが終了するまで大切に保管してください。

④ 受験票・入学願書の印刷（続き）

受験票・入学願書
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夙川 太郎

シュクガワ タロウ

夙川 太郎

シュクガワ タロウ

夙川 二郎

夙川 二郎夙川 太郎

父

カラー
カラー

コース・試験科目・試験会場

コース・試験科目・試験会場

貼り付け



マイページ下部にある「お問合せ先」からご確認ください。

❖ システム・操作に関するお問合せ
miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研DCS株式会社）
Tel：0120-907-867 （24時間受付） ／ 03-5877-5952 （24時間受付）

（5081）夙川中学校
お問合せ時は「（コード）学校名」と「お名前」をお伝えください。

※平日9時～17時以外の受付につきましては、ご質問内容によりご回答が翌営業日になることがあります。
ご了承のほどよろしくお願いいたします。
（営業日：月～金（祝祭日、年末年始（12/26～1/5）除く））

❖ 入試出願に関するお問合せ
夙川中学校 入試事務局
Tel： 078-578-7226
受付時間： 平日 9時～17時 ／ 土曜 9時～12時 （日曜・祝日および12月29日（木）～1月3日（火）を除く）

⑤ お問合せについて
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