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インターネット出願の流れ

手順手順11　事前準備
⃝出願書類は、発行に時間がかかるものもあるため、できるだけ余裕をもって準備してください。
⃝出願確認メールを受取るEメールアドレスを準備してください。

手順手順22　インターネット出願サイトへアクセス

〈本学ホームページ〉

摂南大学 入試 検索

（http://www.setsunan.ac.jp/nyushika/）
または

受験ポータルサイト「UCARO」（https://www.ucaro.net/）
からもログイン可能です。

ログイン後、大学一覧の摂南大学から
「出願」をクリックしてください。
※ 詳細は、「UCARO（ウカロ）の利用について」

を参照してください。

手順手順33　インターネット出願登録
⃝［出願登録する］ボタンをクリックして開始してください。
⃝ ガイダンスに従い、入試方式や学部・学科、納入方法などを選択するとともに、住所・氏名などの個人

情報を入力してください。

手順手順44　入学検定料の納入
⃝選択した納入方法に従って、納入期限までに入学検定料を納入してください。
【注意】１．入学検定料が期限までに納入されない場合は、登録データが無効になります。
 ２．入学検定料の他に払込手数料が必要です。
 ３．  入学検定料の納入期限は出願締切日です。なお、営業時間はコンビニや金融機関ATM等の各施設によって異

なります。

手順手順55　出願書類の郵送
⃝ 出願書類を確認して、出願期間内に郵便局窓口から入試部宛に郵送してください（簡易書留 ・速達／締

切日消印有効）。
⃝ ２回目以降の出願の場合、一度提出した出願書類の再提出は不要です。 

ただし、入試区分により、追加で出願書類の提出が必要な場合があります。詳細は入学試験要項をご確
認ください。

⃝⃝　出願完了　⃝⃝

〈UCARO〉

　出願方法は、インターネットによる出願のみとなります。
　 インターネット環境がない場合は、入試部へお問い合わせください。

パソコン、スマートフ
ォン、タブレットの操
作で、手続が簡単・便
利にできます。

入学検定料の納入は、
最寄りのコンビニ窓
口やクレジットカード
等で24時間納入が
できます。

出願書類（調査書・顔
写真等）を送付すれ
ば出願完了です。

CARD
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インターネット出願方法

●UCAROログイン・会員登録

②

①

①�UCAROアカウントがない場合は、出願登録時に会員登録を行ってください。
②�UCAROアカウントがある場合は、登録したメールアドレス・パスワードを入力しログインしてください。

【注意】受験票発行、受験番号照会、合否照会、入学手続、入学辞退手続はUCAROにログインする必要があります。�

　　　   ＜記録メモ欄＞  UCARO登録時のメールアドレスおよびパスワード
メールアドレス

パスワード

UCARO（ウカロ）の利用について
UCAROとは

本学では、インターネット出願から入学手続までを集約したサイト「UCARO」（利用･会員登録とも無料）を利
用します。
当サイトは、複数の大学で採用している共通の受験ポータルサイトであり、利用者の個人情報は確実に保護さ
れますので安心して利用してください。
受験者はログイン（または会員登録）のうえ出願すると、出願状況の確認および受験票発行（外国人留学生入試
を除く）、受験番号照会、合否照会、入学手続・入学辞退手続を行うことができます。
UCAROにログイン（または会員登録）するためには、ID・パスワードの設定が必要です。設定方法は、サイト
内の手順に従って登録を行ってください。

【備考】・�アカウント情報（氏名・住所等）を登録しておくとインターネット出願時に個人情報の入力を省略する
ことができます。

　　　・�他大学へ出願した際にUCAROへの会員登録を完了している場合は、登録時のID・パスワードを利用
することができます。



03

１．インターネット出願の流れ 

　　　  事前準備
インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレットと出願書類を用意してください。
出願登録完了後に出願確認メールを送信しますので、あらかじめ送信元〈shutsugan@webshutsugan.com〉の
受信を許可してください。
【注意】出願書類は入試区分により異なります。詳細については入学試験要項で確認してください。

　　　  インターネット出願サイトにアクセス
本学ホームページからインターネット出願サイトへ
アクセスしてください。
右記のQR コードからもアクセスできます。

もしくは、右記のQRコードから受験ポータルサイト「UCARO」にログインし、
大学一覧の摂南大学から「出願」をクリックしてください。
UCAROの概要、ログインおよび会員登録については、「UCARO（ウカロ）の利用について」を
参照してください。

　　　  インターネット出願登録（画面操作方法）
ガイダンスに従い、入試方式・学部・学科、納入方法等画面の手順どおり選択・入力してください。
【注意】１．操作方法の画面は開発中のものです。実際の表示内容と異なる場合があります。
　　 　２．出願登録は出願期間内にしかできません（初日０：00 〜締切日23：59）。

【STEP1】志望情報の入力

【STEP2】個人情報の入力

【STEP3】アンケート入力（任意）
〈公募制推薦入試、一般選抜、大学入学共通テスト利用入試のみ〉

【STEP4】出願内容の確認

【STEP5】出願書類の確認

ガイダンスに従って以下項目を選択してください。

〈公募制推薦入試・一般選抜〉
ガイダンスに従い、併願方式（型）を画面の手順どおり選択してください。
併願する場合は、「第一志望学部・学科」から「併願学部・学科」まで、志望する順番に選択してください。

〈入学検定料の割引制度〉
公募制推薦入試・一般選抜は同一試験日に３出願以上する場合、３出願目が無料になります。
大学入学共通テスト利用入試は、一般選抜と同時出願することで1出願目が無料になります。
詳細は入学試験要項をご確認ください。

【注意】各入試の選抜方法等の詳細は、入学試験要項を参照してください。

第２次選考出願時にはパスワードが必要となります（パスワードは別途お知らせします）。

ガイダンスに従って以下の項目を選択・入力してください。

〈表１〉

アンケートにご協力ください。

志望情報・個人情報の内容を確認してください。

出願書類を確認してください。

ガイダンスに従って、納入方法を選択してください。
❶コンビニ　　❷金融機関ATM（Pay-easy）　　❸ネットバンキング
❹クレジットカード（クレジットカード情報は出願登録完了後に入力してください）

・「出願番号（６桁）」を控えてください。

・「【STEP6】決済情報の入力」で
　❶コンビニ、❷金融機関ATM（Pay-easy）、❸ネットバンキングを選択した場合は、入学検定料の納入に必要
な番号を〈表２〉に控えてください。
　〈表２〉

・❹クレジットカードを選択した場合は、出願登録完了後にクレジットカード情報を入力してください。
・入学検定料の納入後は、登録内容の変更はできません。
　（併願の追加は、出願期間内であれば可能です。）
【注意】１．登録完了後、入力されたEメールアドレスに出願確認メールが届きますので、内容を確認してください。

２．出願登録完了後は、インターネット出願トップページの『出願内容を確認・変更する（ログイン）』から、
出願番号、氏名（カナ）、生年月日、電話番号を入力・ログインすることで、いつでも出願内容を確認する
ことができます。

３．「出願番号」は、２回目以降の出願時に必要となります。

【STEP7】出願登録完了

【STEP6】決済情報の入力

高等学校卒業程度認定試験・
大学入学資格検定

外国の学校等

文部科学大臣の指定した者

認定

在外教育施設

専修学校の高等課程

高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）に合格した者および令和４年３月31
日までに合格見込みの者
外国において、学校教育における12年の課程を修了した者および令和４年３月31日までに
修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
海技教育機構（旧海員学校）の本科の卒業（見込）者、国際バカロレア資格取得者、ア
ビトゥア資格取得者、バカロレア資格（フランス共和国）取得者等
本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者で、令和４年３月31日までに18歳に達する者
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認
定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和４年３月31日まで
に修了見込みの者
専修学校の高等課程を修了した者および令和４年３月31日までに修了見込みの者

お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

5 8 0 2 1
収納機関番号（５桁） お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

オンライン決済番号（11桁）払込票番号（13桁）

※払込票を印刷するとスムーズに納入ができます。

●ガイダンスの確認・出願情報の登録開始

●〈総合型選抜ＡＯ入試（２次選考）のみ〉パスワードの入力

［出願登録する］ボタンをクリック

　（１） コンビニの場合
　　●ローソン、ミニストップ、ファミリーマート

　　●セブン‒イレブン ●デイリーヤマザキ、セイコーマート

　（２） 金融機関ATM（Pay-easy）の場合
　　　  

「試験日」、「志望学部・学科」、「受験方式」、「試験地」　　等

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○
○○

○
○

入力項目 備考

志願者情報
「氏名（漢字・カナ）」
「生年月日」
「性別」

志願者住所
「郵便番号」
「都道府県」
「市郡区」　　等

連絡先
「電話番号（自宅・携帯電話）」
「メールアドレス」　　等

出身学校情報

「学校名」
「課程」
「学科」
「卒業（見込）年」
「入試成績等通知」

在籍予備校 「予備校名」
「入試成績等通知」

「学校名」が、〈表１〉のいずれかに該当する場合は、実際の学校・
施設名ではなく、左欄の太枠の該当内容（認定等）を入力・選択し
てください。
・外国人留学生入試の場合、左記の情報に加えて、「日本語学校名称
（自由記述）および卒業および卒業見込の高等学校名称・在籍期間」
を入力してください。

・「氏名」は、戸籍上の本名または在留カード記載（調査書記載の本名・
通称名のいずれか）の氏名を登録してください。
・外国人留学生入試の場合、左記の情報に加えて、「国籍、ローマ字氏名」
を入力してください。

自宅番号と携帯番号の両方を登録の方は、UCARO再ログイン
（２回目以降の出願認証）時の電話番号は自宅番号を入力して
ください。

手順1

手順２

〈本学ホームページ〉

摂南大学 入試 検索 または

〈UCARO〉

手順３
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【STEP1】志望情報の入力

【STEP2】個人情報の入力

【STEP3】アンケート入力（任意）
〈公募制推薦入試、一般選抜、大学入学共通テスト利用入試のみ〉

【STEP4】出願内容の確認

【STEP5】出願書類の確認

ガイダンスに従って以下項目を選択してください。

〈公募制推薦入試・一般選抜〉
ガイダンスに従い、併願方式（型）を画面の手順どおり選択してください。
併願する場合は、「第一志望学部・学科」から「併願学部・学科」まで、志望する順番に選択してください。

〈入学検定料の割引制度〉
公募制推薦入試・一般選抜は同一試験日に３出願以上する場合、３出願目が無料になります。
大学入学共通テスト利用入試は、一般選抜と同時出願することで1出願目が無料になります。
詳細は入学試験要項をご確認ください。

【注意】各入試の選抜方法等の詳細は、入学試験要項を参照してください。

第２次選考出願時にはパスワードが必要となります（パスワードは別途お知らせします）。

ガイダンスに従って以下の項目を選択・入力してください。

〈表１〉

アンケートにご協力ください。

志望情報・個人情報の内容を確認してください。

出願書類を確認してください。

ガイダンスに従って、納入方法を選択してください。
❶コンビニ　　❷金融機関ATM（Pay-easy）　　❸ネットバンキング
❹クレジットカード（クレジットカード情報は出願登録完了後に入力してください）

・「出願番号（６桁）」を控えてください。

・「【STEP6】決済情報の入力」で
　❶コンビニ、❷金融機関ATM（Pay-easy）、❸ネットバンキングを選択した場合は、入学検定料の納入に必要
な番号を〈表２〉に控えてください。
　〈表２〉

・❹クレジットカードを選択した場合は、出願登録完了後にクレジットカード情報を入力してください。
・入学検定料の納入後は、登録内容の変更はできません。
　（併願の追加は、出願期間内であれば可能です。）
【注意】１．登録完了後、入力されたEメールアドレスに出願確認メールが届きますので、内容を確認してください。

２．出願登録完了後は、インターネット出願トップページの『出願内容を確認・変更する（ログイン）』から、
出願番号、氏名（カナ）、生年月日、電話番号を入力・ログインすることで、いつでも出願内容を確認する
ことができます。

３．「出願番号」は、２回目以降の出願時に必要となります。

【STEP7】出願登録完了

【STEP6】決済情報の入力

高等学校卒業程度認定試験・
大学入学資格検定

外国の学校等

文部科学大臣の指定した者

認定

在外教育施設

専修学校の高等課程

高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）に合格した者および令和４年３月31
日までに合格見込みの者
外国において、学校教育における12年の課程を修了した者および令和４年３月31日までに
修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
海技教育機構（旧海員学校）の本科の卒業（見込）者、国際バカロレア資格取得者、ア
ビトゥア資格取得者、バカロレア資格（フランス共和国）取得者等
本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者で、令和４年３月31日までに18歳に達する者
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認
定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和４年３月31日まで
に修了見込みの者
専修学校の高等課程を修了した者および令和４年３月31日までに修了見込みの者

お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

5 8 0 2 1
収納機関番号（５桁） お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

オンライン決済番号（11桁）払込票番号（13桁）

※払込票を印刷するとスムーズに納入ができます。

●ガイダンスの確認・出願情報の登録開始

●〈総合型選抜ＡＯ入試（２次選考）のみ〉パスワードの入力

［出願登録する］ボタンをクリック

　（１） コンビニの場合
　　●ローソン、ミニストップ、ファミリーマート

　　●セブン‒イレブン ●デイリーヤマザキ、セイコーマート

　（２） 金融機関ATM（Pay-easy）の場合
　　　  

「試験日」、「志望学部・学科」、「受験方式」、「試験地」　　等

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○
○○

○
○

入力項目 備考

志願者情報
「氏名（漢字・カナ）」
「生年月日」
「性別」

志願者住所
「郵便番号」
「都道府県」
「市郡区」　　等

連絡先
「電話番号（自宅・携帯電話）」
「メールアドレス」　　等

出身学校情報

「学校名」
「課程」
「学科」
「卒業（見込）年」
「入試成績等通知」

在籍予備校 「予備校名」

・「学校名」が、〈表１〉のいずれかに該当する場合は、実際の学校・
施設名ではなく、左欄の太枠の該当内容（認定等）を入力・選択し
てください。
・外国人留学生入試の場合、左記の情報に加えて、「卒業または卒業
見込の高等学校名称（自由記述）・在籍期間、大学等の学歴および日
本語学校名称（自由記述）」を入力してください。

・「氏名」は、戸籍上の本名または在留カード記載（調査書記載の本名・
通称名のいずれか）の氏名を登録してください。
・外国人留学生入試の場合、左記の情報に加えて、「国籍、ローマ字氏名」
を入力してください。

自宅番号と携帯番号の両方を登録の方は、UCARO再ログイン
（２回目以降の出願認証）時の電話番号は自宅番号を入力して
ください。
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【STEP1】志望情報の入力

【STEP2】個人情報の入力

【STEP3】アンケート入力（任意）
〈公募制推薦入試、一般選抜、大学入学共通テスト利用入試のみ〉

【STEP4】出願内容の確認

【STEP5】出願書類の確認

ガイダンスに従って以下項目を選択してください。

〈公募制推薦入試・一般選抜〉
ガイダンスに従い、併願方式（型）を画面の手順どおり選択してください。
併願する場合は、「第一志望学部・学科」から「併願学部・学科」まで、志望する順番に選択してください。

〈入学検定料の割引制度〉
公募制推薦入試・一般選抜は同一試験日に３出願以上する場合、３出願目が無料になります。
大学入学共通テスト利用入試は、一般選抜と同時出願することで1出願目が無料になります。
詳細は入学試験要項をご確認ください。

【注意】各入試の選抜方法等の詳細は、入学試験要項を参照してください。

第２次選考出願時にはパスワードが必要となります（パスワードは別途お知らせします）。

ガイダンスに従って以下の項目を選択・入力してください。

〈表１〉

アンケートにご協力ください。

志望情報・個人情報の内容を確認してください。

出願書類を確認してください。

ガイダンスに従って、納入方法を選択してください。
❶コンビニ　　❷金融機関ATM（Pay-easy）　　❸ネットバンキング
❹クレジットカード（クレジットカード情報は出願登録完了後に入力してください）

・「出願番号（６桁）」を控えてください。

・「【STEP6】決済情報の入力」で
　❶コンビニ、❷金融機関ATM（Pay-easy）、❸ネットバンキングを選択した場合は、入学検定料の納入に必要
な番号を〈表２〉に控えてください。
　〈表２〉

・❹クレジットカードを選択した場合は、出願登録完了後にクレジットカード情報を入力してください。
・入学検定料の納入後は、登録内容の変更はできません。
　（併願の追加は、出願期間内であれば可能です。）
【注意】１．登録完了後、入力されたEメールアドレスに出願確認メールが届きますので、内容を確認してください。

２．出願登録完了後は、インターネット出願トップページの『出願内容を確認・変更する（ログイン）』から、
出願番号、氏名（カナ）、生年月日、電話番号を入力・ログインすることで、いつでも出願内容を確認する
ことができます。

３．「出願番号」は、２回目以降の出願時に必要となります。

【STEP7】出願登録完了

【STEP6】決済情報の入力

高等学校卒業程度認定試験・
大学入学資格検定

外国の学校等

文部科学大臣の指定した者

認定

在外教育施設

専修学校の高等課程

高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）に合格した者および令和４年３月31
日までに合格見込みの者
外国において、学校教育における12年の課程を修了した者および令和４年３月31日までに
修了見込みの者、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
海技教育機構（旧海員学校）の本科の卒業（見込）者、国際バカロレア資格取得者、ア
ビトゥア資格取得者、バカロレア資格（フランス共和国）取得者等
本学において、個別の入学資格審査により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認めた者で、令和４年３月31日までに18歳に達する者
文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程または相当する課程を有するものとして認
定または指定した在外教育施設の当該課程を修了した者および令和４年３月31日まで
に修了見込みの者
専修学校の高等課程を修了した者および令和４年３月31日までに修了見込みの者

お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

5 8 0 2 1
収納機関番号（５桁） お客様番号（11桁） 確認番号（５桁）

オンライン決済番号（11桁）払込票番号（13桁）

※払込票を印刷するとスムーズに納入ができます。

●ガイダンスの確認・出願情報の登録開始

●〈総合型選抜ＡＯ入試（２次選考）のみ〉パスワードの入力

［出願登録する］ボタンをクリック

　（１） コンビニの場合
　　●ローソン、ミニストップ、ファミリーマート

　　●セブン‒イレブン ●デイリーヤマザキ、セイコーマート

　（２） 金融機関ATM（Pay-easy）の場合
　　　  

「試験日」、「志望学部・学科」、「受験方式」、「試験地」　　等

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○
○○

○
○

入力項目 備考

志願者情報
「氏名（漢字・カナ）」
「生年月日」
「性別」

志願者住所
「郵便番号」
「都道府県」
「市郡区」　　等

連絡先
「電話番号（自宅・携帯電話）」
「メールアドレス」　　等

出身学校情報

「学校名」
「課程」
「学科」
「卒業（見込）年」
「入試成績等通知」

在籍予備校 「予備校名」
「入試成績等通知」

「学校名」が、〈表１〉のいずれかに該当する場合は、実際の学校・
施設名ではなく、左欄の太枠の該当内容（認定等）を入力・選択し
てください。
・外国人留学生入試の場合、左記の情報に加えて、「日本語学校名称
（自由記述）および卒業および卒業見込の高等学校名称・在籍期間」
を入力してください。

・「氏名」は、戸籍上の本名または在留カード記載（調査書記載の本名・
通称名のいずれか）の氏名を登録してください。
・外国人留学生入試の場合、左記の情報に加えて、「国籍、ローマ字氏名」
を入力してください。

自宅番号と携帯番号の両方を登録の方は、UCARO再ログイン
（２回目以降の出願認証）時の電話番号は自宅番号を入力して
ください。

【出願登録における注意事項】
１．入力した情報の変更・取消し・追加について
・入学検定料納入後の志望学部・学科、試験日、試験地などの変更・取消しや誤入力・誤選択による訂正は、どのよ
うな理由があっても一切認めません。また、入学検定料は返還しません。
・入力した情報は、入学検定料の納入前に限り、変更が可能です。インターネット出願トップページの『出願内容を
確認・変更する（ログイン）』から、出願番号、氏名（カナ）、生年月日、電話番号を入力・ログインして「出願内容を
変更する」をクリックし、画面の表示に従って修正してください。

２．登録データの有効期限について
登録したデータは入学検定料の納入期間（出願期間）内は保持されますが、入学検定料を納入しないまま期限を過ぎる
と無効になります。
３．漢字の登録エラーについて
氏名や住所などの個人情報を入力する際に、JIS第１水準・第２水準以外の漢字は登録エラーになる場合があります。
その場合は、代替の文字を入力してください。
例）髙木→高木、山﨑→山崎、（ローマ数字）Ⅲ→（アルファベットの「アイ」を３つ）III
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　　　  入学検定料の納入
・ 「【STEP6】決済情報の入力」で選択した納入方法により、納入期限（出願締切日の営業時間内）までに入学検定
料を納入してください。

・詳細な納入方法は、ガイダンスに従ってください。
●クレジットカードでの納入

●コンビニ、金融機関ATM、ネットバンキングでの納入

【注意】１．入学検定料の他に「払込手数料」が必要です。
　　　２．  一旦納入された入学検定料は原則として返還しません。ただし、公募制推薦入試・一般選抜においては、

一定の条件を満たせば入学検定料を返還する制度がありますので、同時出願をおすすめします。詳細
については入学試験要項で確認してください。

2回目以降の出願の場合
既に提出した出願書類の流用を希望する場合は、

出願書類の再提出は不要です。これで出願手続完了です。

【注意】  ・総合型選抜AO入試については、書類の流用はできません。

　　　  ・既に提出した出願書類以外の書類が必要な場合や、出願書類の記
　　　　 載内容の変更等により差替えが必要な場合は、必要書類を郵送し
　　　　 てください。

初めての出願の場合

　　　 に進んでください。手順５

　

手順４

ここから納入方法のガイダンスを確認できます。

ここから、それぞれの納入方法の
ガイダンスを確認できます。
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　　　  出願書類の郵送
（１）郵送先および郵送方式について

本学所定の「出願用封筒」
を持っている場合

■一般選抜

（大学入学共通テスト利用入試を含みます）

■公募制推薦入試

■総合型選抜AO入試

■専門学科・総合学科推薦入試

■課外活動優秀者推薦入試

同封の「出願用封筒」を使用し、出願書類一式を同封のうえ、入試部宛に郵送
（簡易書留・速達/締切日消印有効）してください。

本学所定の「出願用封筒」
を持っていない場合

市販の封筒（サイズは任意）を使用し、出願書類一式を同封のうえ、入試部宛
に郵送してください。

 【郵送先】 （簡易書留・速達/締切日消印有効）
〒539-8691 日本郵便 新大阪郵便局留 摂南大学 入試部 行

【注意】 「【STEP7】出願登録完了」で印刷した「宛名ラベル（長形３号またはそ

れ以上の封筒サイズ貼付用）」を使用すると便利です。

■外国人留学生入試

出願先の入試部窓口（寝屋川キャンパス）に持参するか、郵送してください。
郵送の場合、市販の封筒（サイズは任意）を使用し、出願書類一式を同封のう
え、入試部宛に郵送してください。また、海外から出願する場合は、EMS 
により郵送してください。

 【郵送先】 （期間内本学必着）
〒572-8508 大阪府寝屋川市池田中町17-8 摂南大学 入試部 行

※他の入試区分とは郵送先が異なりますので、ご注意ください。

【注意】インターネット出願画面に表示された出願書類を郵送してください。

（２）出願書類について
　出願書類は、発行に時間を要するものもあるため、できるだけ余裕をもって準備してください。また、出願書
類の郵送についても、なるべく早めに投函してください。詳細については入学試験要項で確認してください。
　入学検定料の納入を完了した方は、納入後に何らかの事情で受験しない（欠席する）ことになった場合も、原則
として出願書類を提出し、出願を完了してください。

（３）受験票の発行について
　受験票は、UCAROにてPDF形式で発行します。受験票の郵送は行いませんので、白紙の紙にA4サイズ ・縦
向きで印刷（片面）したうえで、試験当日は必ず試験会場に持参してください。カラー・白黒は問いません。
　受験票の印刷方法等の詳細については、入学試験要項で確認してください。
　※外国人留学生入試については、出願書類の確認後、受験票を郵送します。試験日2日前までに到着しない場
　　合は、入試部にお問い合わせください。

【出願内容・入金状況の確認】

インターネット出願後、下記の手順で出願内容および入金状況が確認できます。
①「出願内容を確認・変更する」をクリックする。　　②出願番号・氏名（カナ）・生年月日・電話番号・　　③出願内容が確認できます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セキュリティチェックを入力

手順５
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２．２回目以降の出願について 
１．インターネット出願登録（画面操作方法）
・�２回目以降の出願を行う場合は、インターネット出願サイトから以下のとおり出願登録を行ってください。
・「【STEP2】個人情報の入力」で前回入力した内容が、既に入力された状態で出願登録できます。

❺【STEP3】以降は、P04～06の手順と同じです。

❹【STEP2】個人情報の確認
　前回入力した内容が表示されますので、内容を確認し、変更がある場合は修正してください。

以前の志望情報を
確認する場合は、
こちらをクリック

❷ へ

❶出願情報の登録開始

❷２回目以降の出願認証
ガイダンスに従って以下の項目を入力してください。

［注意］「電話番号」は１回目の出願時に登録した番号と同じ番号を入力してください。
　　　自宅電話番号を登録された方は自宅電話番号を入力ください。

　出願する入試区分の［２回目以降の出願］ボタンをクリック

前回出願した際の「出願番号」、「氏名（カナ）」、「生年月日」、「電話番号」

○ ○

○ ○
○ ○

○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○

○ ○

○

○
○

❸【STEP1】志望情報の入力

２．出願書類の送付
既に提出した出願書類の再提出は不要です。ただし、総合型選抜AO入試については、書類の流用はできません。
インターネットでの出願登録完了後、全ての出願書類を前回の出願時に提出済みの場合は、入学検定料を納入す
れば出願が完了します。
なお、前回の出願時に提出していない出願書類（令和4共通テスト成績請求票等）がある場合や、出願書類の記載
内容の変更等により差替えが必要な場合は、出願期間内に送付してください。�
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Eメールアドレスは必要ですか？

必要です。
本学のインターネット出願では、出願登録にEメー
ルアドレスの入力が「必須」になります。入力したア
ドレスに出願登録完了や入学検定料の納入完了の
メールを送信します（スマートフォン・携帯電話メー
ルの場合は、あらかじめ送信元〈shutsugan@
webshutsugan.com〉の受信を許可しておいてく
ださい）。出願内容の確認や出願書類が不足していた
際の連絡等にも使用する場合があります。

自宅にプリンタがありませんが、
必要でしょうか？

必要ありませんが、受験票はご自身で印刷する必要
があります。UCAROにて、受験票（PDF形式）を発
行しますので、自宅にプリンター環境がない場合は、
他にプリンターのある環境を各自でお探しいただく
か、コンビニエンスストアのプリントサービスを利
用して印刷してください。また、「お客様番号」や「確
認番号」など入学検定料の納入に必要な番号は、ス
マートフォンや携帯電話の写真機能等で控えておい
てください。

出願書類を合わせて送付することはできま
すか？また、調査書等の書類は出願するた
びに提出が必要ですか？

出願期間が重なっている入試に同時出願する場合は、
出願書類を合わせて送付してください。なお、調査書・
顔写真などの出願書類は、最初の出願時に提出いた
だき、2回目以降の出願時には書類を流用する項目に
チェックするだけで再提出は不要となります。
※総合型選抜AO入試については、書類の流用は
できません。

出願内容の確認方法を教えてください。

出願登録完了後はインターネット出願トップページ
の『出願内容を確認・変更する（ログイン）』から、出
願番号等を入力して、確認できます。出願登録完了
時に表示される「出願番号」を控えておいてください。
また、受験ポータルサイト「UCARO」での確認も可
能です。

出願登録で誤って入力したのですが、やり
直すことはできますか？

できます。ただし、入学検定料の納入前に限ります。
インターネット出願トップページの『出願内容を確
認・変更する（ログイン）』から、出願番号等を入力し
て、『出願内容を変更する』をクリックし、画面の表
示に従って修正してください。

入学検定料の納入後に志望学部や試験日、
試験地などの出願内容を変更または取消し
することはできますか？

入学検定料の納入後に出願内容を変更または取消し
することは一切できません。入力に誤りのないよう
十分確認のうえ、出願してください。なお、検定料
納入済みの出願登録内容について、志望学部を間違
えたなどの理由で再度出願し直し、誤った出願登録の
受験を放棄する場合も、入学検定料は返還しません。

入学検定料の納入方法には、
どのようなものがありますか？

コンビニ、金融機関ATM（pay-easy）、ネットバ
ンキング、クレジットカードの４種類があります。
コンビニ、金融機関ATM（pay-easy）、ネットバン
キングを利用する場合は、出願登録完了後に表示さ
れる入学検定料の納入に必要な番号を控えておいて
ください（セブン-イレブンで納入する場合は『出願登
録完了』画面から「払込票を表示する」をクリックし、
『お支払方法のご案内』画面を表示してください）。
詳しくはインターネット出願トップページの『入学検
定料の納入方法について』を参照してください。

入学検定料の納入後に「高得点科目重視型
（方式）」などの併願を追加することはでき
ますか？

出願期間内であれば、入学検定料の納入後でも併願
を追加できます。
インターネット出願トップページの『出願内容を確
認・変更する（ログイン）』から、出願番号、氏名（カナ）、
生年月日、電話番号を入力・ログインして、「追加出
願する」をクリックし、画面の表示に従って追加出願
してください。

パソコンやスマートフォンを持っていない
（インターネット環境がない）場合でも出願
できますか？

出願できます。
インターネット環境がない場合は、入試部へお問い
合わせください。

Q1

A

Q2

A

Q3

A

Q4

A

Q5

A

Q6

A

Q7

A

Q8

A

Q9

A

Q＆Aインターネット出願

インターネット出願ヘルプデスク
TEL.03-5952-3902

〈インターネット出願に関するお問い合わせ先〉
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