
令和５年度　三重県立高等学校入学者選抜

　令和５年度三重県立高等学校入学者選抜から、インターネットを介したＷｅｂ出願に変更します。
　志願者のみなさんはパソコンやスマートフォンから２４時間手続きが可能となります。
　このマニュアルをよく読んで、操作してください。

①
利用者登録　
Ｐ．１～３

スケジュール

①利用者登録　12月12日～

システムへの入力は期間内に行ってください。（期間外に入力した情報は反映されません）

②入学願書入力及び③入学願書、収入証紙納付書印刷
※中学校等は調査書データ提出
前期選抜等　1月26日まで
後期選抜　　全日制　2月15日～2月27日
　　　　　　定時制・通信制　2月15日～2月24日
再募集　　　全日制・定時制　3月18日～3月22日
　　　　　　通信制　3月18日～3月31日
追加募集　　3月27日～3月28日

⑤受検票の印刷
前期選抜等　1月27日(高校からのメール受信後)～
後期選抜　　2月28日(高校からのメール受信後)～
再募集　　　全日制・定時制 3月20日(高校からのメール受信後)～
　　　　　　通信制 3月27日(高校からのメール受信後)～
追加募集　　3月27日（高校からのメール受信後）～

④調査書、出願書類を高校に提出
前期選抜等　1月23日～1月26日
後期選抜　　全日制 2月21日～2月27日
　　　　　　定時制・通信制 2月21日～2月24日、
再募集　　　全日制・定時制 3月20日～3月22日
　　　　　　通信制 3月27日～3月31日 
追加募集　　3月27日～3月28日

②
入学願書
入力　
Ｐ．４～6

③
入学願書、
収入証書納付書印刷　
Ｐ．７

⑤
受検票印刷　
Ｐ．８

　　志願変更の流れ（全日制 3月2日～3月6日、定時制・通信制 3月2日～3月3日）

　　Ｗｅｂ出願前の準備
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Web出願システムマニュアル（志願者用）Web出願システムマニュアル（志願者用）

④
出願書類を高校に提出
（中学校在籍者は、中学
校が出願書類と調査書
データを提出する）

志願変更前の高校
に変更願を提出
（中学校在籍者は
中学校が提出）

変更前の高校
が「証明書（許
可書）」を中学校
等に交付

志願する高校を変更
する場合、変更後の高
校に「志願校変更証明
書」を提出（中学校在
籍者は中学校が提出）

Ｗｅｂ出願システム
で入学願書入力　

入学願書印刷
（中学校在籍者は
中学校に提出）　

不受理のメールが届く 「①Web出願の流
れ」の④⑤⑥を行う

中学校３年生等のみなさんへ
・各中学校等が「校内締め切り」を定めている
場合は、そのスケジュールにしたがって手続
きをしてください。
・入学願書など、登録した情報を変更したい場
合は、まずは中学校等の先生に相談してくだ
さい。（Ｗｅｂ上のみ変更しても出願は完了し
ません。）

⑥
受検票に写真と
シールを貼る（中学
校在籍者は中学校
がシールを貼る）

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォンを用意し、メールアドレスを準備します。（既にメールアドレスを持っ
ている場合は、新たに準備する必要はありません。）

　メールアドレスがない場合は、メールアドレスを取得するか、フリーメールアドレス（無料で取得できるメールアドレス）などを
取得します。たとえば、次の方法があります。

Gmailアドレスの場合
　①インターネットに接続し「Gmailアカウントの作成」で検索　⇒　②「Gmailアカウントの作成‐Gmailヘルプ」のページに
アクセス　⇒　③「アカウントの作成」をクリック　⇒　④「Googleアカウントの作成」のページに必要事項を入力　⇒　⑤利
用規約に「同意する」をクリックすると、メールアドレス（登録した「ユーザー名」に「＠gmail.com」を付けたもの）の取得が完了
します。

　　Ｗｅｂ出願の流れ1
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（１）　A又はBの方法で、「三重県　電子申請・届出システム」にアクセスします。

（２）　三重県　電子申請・届出システムのトップページの右上にある「利用者登録」をクリックします。

（３）　利用者登録用メールアドレスを登録します。

（４）　登録したメールアドレスに届いたメールに記載されたURLにアクセスします。

A　
下のＵＲＬを入力し、
システムにアクセスする。
　https://s-kantan.jp/pref-mie-u/ 

B
右のＱＲコードをスキャンし、
システムにアクセスする。

　　Ｗｅｂ出願システムの操作手順
1　利用者登録

「利用規約」画面に切り替わります。
「利用規約」を読み「同意する」
ボタンをクリックします。
　　　　　　↓
利用規約に同意すると、利用者登録
ページが表示されます。

パソコンの場合 スマートフォンの場合

メニュー

このようなマークをクリッ
クすると、「利用者登録」
のボタンが出てきます。

「利用者登録」をクリック

「同意する」をクリック

①　「個人」を選択

④　「登録する」をクリック 

◆ＵＲＬをクリック

②　メールアドレスを入力

③　もう一度同じメールアドレスを入力

登録したメールアドレスにメールが届きます。
　　　　　　　　　　　↓
届いたメールを開き、記載されたURLにアクセスします。
　　　　　　　　　　　↓
利用者登録画面が開きますので、残りの情報を入力します。

2

4

〇〇〇〇〇@〇〇.ne.jp

〇〇〇〇〇@〇〇.ne.jp



〇〇〇〇〇@〇〇.ne.jp

Aa1234

Aa1234

ミエ

三重

5140000

津市〇〇町〇〇番地

059・・・・・・・

二郎

ジロウ

〇〇〇〇〇@〇〇.ne.jp

①　パスワードを入力

②　もう一度同じパスワードを入力

④　志願者の氏名を入力

⑤　郵便番号を入力

⑥　「住所検索」をクリック

⑦　住所の続きを入力

⑧　電話番号を入力

⑨　「確認へ進む」をクリック

③　志願者の氏名のフリガナを
　　カタカナで入力
　　（全角または半角）

※　記入に不備があれば「確認へ進む」ボタンを押したときに、エラー表示が出ますので、指示された箇所について正しく入力して
　　から、もう一度「確認へ進む」ボタンを押します。
　　＜エラー表示の例＞「▲電話番号は必須項目です。」（電話番号を入力し忘れた場合）
※　「利用者登録確認」画面で入力した内容を確認し、間違いがなければ「登録する」ボタンを押します。　　
※　「利用者登録確認」画面を見て、入力した情報を変更したい場合は「入力へ戻る」ボタンを押して修正します。

登録してあるメールアドレス以外で
も、高校からの通知を受け取りたい場
合は、メールアドレス２に入力します。

電話番号は２つまで登録できます。
半角数字で入力します。ハイフンは入れても入れ
なくてもかまいません。
（012ｰ345-6789 又は 0123456789 と入力）

郵便番号の住所検索により、市町名まで表示さ
れていますので、番地などの続きを入力します。

「郵便番号」は、半角数字で、ハイフンなしで入力し
ます。（514-0000　は、　5140000　と入力）
　　　　　　　　　　↓
「住所検索」ボタンを押すと、下の「住所」の欄に市
町名が表示されます。

名前の難しい漢字が変換できない場合は、
簡単な漢字で代用してもかまいません。

「性別」は選択して
もしなくてもかま
いません。

「パスワード」は、６～２０文字で、
アルファベット大文字、アルファベット小文字、数字、
記号の中から３種類以上の文字を使用します。
「パスワード」は忘れないようにしてください。

「利用者区分」と「利用者ＩＤ」は記載されていますの
で、改めて入力しません。

「メールアドレス１」は記載されて
いますので、改めて入力しません。
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〇〇〇〇〇@〇〇.ne.jp

入学願書

①　利用者ＩＤ（登録したメールアドレス）を入力

④　「検索キーワード」に「入学願書」と入力

⑤　「絞り込みで検索する」をクリック

②　パスワードを入力

③　「ログイン」をクリック

パスワードを忘れた場合は、
「パスワードを忘れた場合はこちら」をクリックして、
パスワードを再設定します。

「手続き申込」画面で、検索
項目を入力して絞り込みを
すると早いです。

2　入学願書の入力

（1）　利用者ログインをします。

（２）　「手続き一覧」から、「三重県立高等学校入学者選抜Ｗｅｂ出願システム（入学願書）」を選択します。

⑥　「三重県立高等学校入学者選抜Ｗｅｂ出願　
　システム（入学願書）」をクリック
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5140000

南伊勢に志願する場合は、「南勢校舎」か
「度会校舎」かを選択します。

名前の難しい漢字が変換できない場合は、
簡単な漢字で代用してもかまいません。

中学校名は「絞り込み検索」で市町名を入
力すると、リストが出ます。

前期選抜で、いなべ総合学園、
四日市四郷（普通科・スポーツ
科学コース）、稲生（体育科）、
白子（普通科・文化教養（吹奏
楽）コース）、久居に志願する場
合や後期選抜で北星の通信制
を第２志望とする場合は、Ｐ.６
「※２　備考欄の記入について」
を参照して入力します。

「郵便番号」は、半角数字でハイフンなしで
入力します。（514-0000 は、5140000 と
入力）
        　　　　　　↓
「住所検索」ボタンを押すと、下の「住所」の
欄に市町名が表示されます。
　　　　　　　　　　↓
番地などの続きを入力します。

桑名工業、四日市西、四日市農芸、伊賀
白鳳、北星に志願する場合は、Ｐ．６
「※１　志願する学科・コースの第１
志望・第２志望の記入について」を参照
して入力します。

⑦　「選抜名」を選択

⑨　「課程名」を選択

⑧　「高等学校名」を選択

⑫　志願者の「氏名」を入力

⑩　第１志望の「学科・コース名」を選択

⑮　「住所検索」をクリック

㉑　保護者名を入力

既に中学校を卒業している生徒のみ電話番号を入力

㉓　「確認へ進む」をクリック

⑯　住所の続きを入力

⑪　志願者の「ふりがな」を
ひらがなで入力

⑬　生年月日の元号
または西暦を選択し、
月日を半角数字で入力

⑩　第２志望がある場合は「学科・コース名」を選択
　前期選抜等や、第２志望がない場合は何も選択しない

⑰　県内の中学校等は、「三重県内公立」「三重
県内私立」「三重県立」の中から選択

⑱　「出身中学校等」を選択
県外の中学校は「その他」を選択し、学校名を入力

㉒　保護者の住所が志願者と同じ場合はチェックを入れる
　　住所が違う場合はチェックを入れずに住所を入力

⑭　郵便番号を 
半角数字で入力

⑲　卒業年月の、元号
を選択し、月を入力

⑳　卒業または
卒業見込を選択

（３）　「入学願書」に志願情報を入力します。
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※　記入に不備があれば「確認へ進む」ボタ
ンを押したときに、エラー表示が出ますので、
指示された箇所について正しく入力してか
ら、もう一度「確認へ進む」ボタンを押します。
　＜エラー表示の例＞「▲住所は必須項目で
す。」（住所を入力し忘れた場合）

※　「申込確認」画面で入力した内容を確認
　し、間違いがなければ「申込む」をクリッ
　クします。　　
※　「申込確認」画面を見て、入力した情報
　を変更したい場合は「入力へ戻る」ボタン
　を押して修正します。

前期選抜で、桑名工業、北星に志願する場合と、後期選抜で桑名工業、四日市西、
四日市農芸、伊賀白鳳、北星に志願する場合は、ここの表のパターンから、第１志
望・第２志望の選択などを行います。

１　前期選抜で、いなべ総合学園、四日市四郷（普通科・スポーツ科学コース）、稲生（体育科）、
　 白子（普通科・文化教養（吹奏楽）コース）、久居に志願する場合は、「備考欄」に次のことを記入します。

２　後期選抜で北星の定時制課程（「昼間部（くくり募集）」または「普通科（夜間部）」）を第１志望とし、第２志望を北星の通信制課程に
　 する場合は、「備考欄」に「第２志望通信制」と記入します。

いなべ総合学園
検査の種類を次から１つ選択して記入
・Ⅰ　　　　　・Ⅱ（国語・英語）　　・Ⅱ（数学・英語）
・Ⅲ（美術）　　・Ⅲ（書道）
・Ⅲ（体育・種目名（下から一つ選択して記入））
　
種目名　陸上競技は（　）内から１つ選択して記入
・陸上競技（100ｍ走、800ｍ走、砲丸投げ、走り高跳び、走り幅跳び）
・サッカー　　・バスケットボール　・バレーボール　・卓球
・バドミントン　・ソフトボール　　・器械運動（マット運動）
・剣道　　・レスリング　　・ゴルフ　　・ハンドボール　　
・ソフトテニス　

四日市四郷（普通科・スポーツ科学コース）　
選択種目名を次から１つ選択して記入（陸上競技は（　）内から１つ選択
して記入）
・バスケットボール　　・ソフトボール　　・ハンドボール
・テニス　　・サッカー　　・バレーボール　　・レスリング
・陸上競技（100ｍ走、800ｍ走、走り幅跳び、走り高跳び、砲丸投げ）

白子（普通科・文化教養（吹奏楽）コース）
次の①～③について記入
①表現内容（主題及び内容を簡潔に）
②使用機器（楽器その他使用する持ち込み器具）
③大型楽器等、白子高校にて準備を依頼したいもの

稲生（体育科）　
選択種目名を次から１つ選択して記入（陸上競技は（　）内から１つ選択
して記入）
・陸上競技（100ｍ走、800ｍ走、走り高跳び、走り幅跳び、砲丸投げ）
・柔道　・ソフトボール　・サッカー　・バスケットボール

久居
検査の種類を次から１つ選択して記入（Ⅱは種目名を下から１つ選択して記入）
・Ⅰ　　　　　　　・Ⅱ　種目名
・Ⅲ（国語・英語）　　・Ⅲ（数学・英語）
種目名
・男子100ｍ走　・男子1500ｍ走  
・女子100ｍ走　・女子1000ｍ走

後期選抜で北星を志願する場合に、第１志望が定時制で第２志望が通信制の場
合は、第２志望は空欄のままとし、「備考欄」に「第２志望通信制」と入力します。

「整理番号」（「受付番号」）は今後必要になる
ので、忘れないようにメモしてください。

㉔　「申込む」を
　　クリック

（４）　「入学願書」の志願情報を確認し申込みます。

（５）　「申込完了」メールが届きます。

※１　志願する学科・コースの第１志望・第２志望の記入について

※２　備考欄の記入について

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
機械系（くくり募集） 電気系（くくり募集）
機械系（くくり募集） なし（空欄）
電気系（くくり募集） 機械系（くくり募集）
電気系（くくり募集） なし（空欄）

後 期 選 抜

桑名工業

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
くくり募集 なし（空欄）

伊賀白鳳
後 期 選 抜

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
昼間部（くくり募集） なし（空欄）
普通科（夜間部） なし（空欄）

通 信制 普通科 なし（空欄）

前 期 選 抜

定 時制

北星

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
コース（くくり募集） 普通科
コース（くくり募集） なし（空欄）
普通科 コース（くくり募集）
普通科 なし（空欄）

四日市西

後 期 選 抜

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
農業科学科 生活文化科
農業科学科 なし（空欄）
食品科学科 生活文化科
食品科学科 なし（空欄）
環境造園科 生活文化科
環境造園科 なし（空欄）
生活文化科 農業科学科
生活文化科 食品科学科
生活文化科 環境造園科
生活文化科 なし（空欄）

後 期 選 抜

四日市農芸

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
昼間部（くくり募集） 普通科（夜間部）
昼間部（くくり募集） なし（空欄）
普通科（夜間部） 昼間部（くくり募集）
普通科（夜間部） なし（空欄）

通 信 制 普通科 なし（空欄）

後 期 選 抜

定 時 制

北 星

第 １ 志 望 第 ２ 志 望
機械科 材料技術科
材料技術科 機械科
電気科 電子科
電子科 電気科

桑名工業

前 期 選 抜
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三重県立高等学校入学者選抜
Ｗｅｂ出願システム（入学願書）

入学願書

2200

三重県立〇〇高等学校長

みえ　じろう

平成19年10月25日
〶　514‐0000

三重県津市〇〇町〇〇番地

三重県公立　津市立○○中学校

三重　明

三重　二郎

三重県津市〇〇町〇〇番地

三重　二郎

「詳細」をクリックすると、「申込詳細」画面が表示されますの
で、一番下の「ＰＤＦファイルを出力する」をクリックします。
　　　　　　　　　　　　　↓
「入学願書（様式１）」「収入証紙納付書（様式２）」を印刷しま
す。Ａ４サイズの白色の紙が２枚必要です。紙の厚さや「白
色度」は問いません。

・「入学願書（様式１）」を中学校等に提出します。
・全日制、定時制の場合は、「収入証紙納付書（様式２）」に必
要な額の三重県収入証紙を貼り、金額を手書きして、中学
校等に提出します。
　全日制　2,200円　　定時制　950円　　
（通信制は入学選抜手数料は不要）

「キーワードで探す」の「手続名」
に「入学願書」と入力すると、早く
見つけられます。

＜申込詳細画面の下のほう＞

3　入学願書、収入証紙納付書の印刷

（1）「三重県　電子申請・届出システム」にアクセスして「申込内容照会」画面から申込んだ内容を呼び出します。

（２）　PDFファイルをパソコンやスマートフォンに保存し、印刷します。

①　「入学願書」と入力

③　「詳細」をクリック

「ＰＤＦファイルを出力する」をクリック

金額を手書きする

三重県収入証紙を貼る

②　「検索」をクリック
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「キーワードで探す」の「手続名」に「入学願書」と入力する
と、早く見つけられます。

「詳細」をクリックすると、「申込詳細」画面が表示されますの
で、一番下の「返信添付ファイル」の「受検票」のところをク
リックします。　　　　　　　
　　　　　　　　　　↓
「受検票（様式３）」を印刷します。
Ａ４サイズの白色の紙が１枚必要です。紙の厚さや「白色
度」は問いません。

受検票に写真を貼って、上から専用の透明シールを貼りま
す。（中学校等の在籍者は中学校等に提出し、中学校等で
専用の透明シールを貼ります。）
写真については、サイズは縦４㎝×横３㎝で、上半身正面、
無帽で６か月以内に撮影したものとします。
（モノクロ、カラーは問いません。）

受検票は合格発表日までなくさないようにしてください。

PDFファイルをコンビニエンスストアで印刷する方法には
次の①または②の方法があります。 

①USBメモリーなどの記録媒体にファイルをコピーし、コン
　ビニエンスストアに持ちこみ、コピー機に接続して印刷
　する

②ネットプリントサービスを利用して印刷する。
　※　サービスの利用方法については、インターネットに

接続し、ファミリーマートやローソンは「ネットワークプ
リントサービス」、セブンイレブンは「セブンイレブン　
ネットワークプリント」で検索し確認してください。

高校が出願関係書類を受け取り確認後にも「受理しました」のメールが届きますが、その時点ではまだ受検票は印刷できません。

（1）高校から「受検票が発行されました」のメールが届いたら、「三重県　電子申請・届出システム」にアクセスして　
　　「申込内容照会」画面から申込内容を呼び出します。

（2）「受検票」ＰＤＦファイルをパソコンやスマートフォンに保存し、「受検票」を印刷します。

①　「入学願書」と入力

③　「詳細」をクリック

④　「返信添付ファイル」の
      「受検票」をクリック

②　「検索」をクリック

4　受検票の印刷

三重県立高等学校入学者選抜
Ｗｅｂ出願システム（入学願書）
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