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令和５年度入学者募集要項  

 

 

募 

 

集 

 

人 

 

員 

120名  

本校の求める生徒像 

   ア 本校を第一志望としており、志望する理由が明確であること。 

   イ 将来の進路目標が明確であり、学力向上に努めること。 

   ウ 本校の校則を遵守し、規律正しく生活できること。 

推 薦 選 抜 附属連絡入学選抜 一 般 選 抜 海外帰国生徒選抜 

30名程度 

対象は、愛知県内の公立中学

校を卒業見込みの者 

15名程度 

対象は、愛知教育大学附属

中学校を卒業見込みの者 

75名程度 

 

 

若干名 

①海外在学2年以上 

②帰国後2年以内   

 

選 

 

抜 

 

方 

 

法 

調査書 

作文：50分 

（800字程度） 

面接（個人） 

 

 

 

調査書 

「学びの記録」 

（800字程度） 

面接（集団） 

 

 

 

 

調査書 

学力検査 

 国語：40分40点 

 数学：40分40点 

 英語（リスニングを含む） 

：45分40点 

 理科：40分40点 

 社会：40分40点 

 

調査書 

学力検査 

 国語：40分40点 

 数学：40分40点 

 英語（リスニングを含む） 

：45分40点 

 理科：40分40点 

 社会：40分40点 

面接（個人） 

登

録 

 出願サイトで志願者登録を行ってください。 

 登録期間は令和4年12月12日（月）9時から出願期間最終日15時00分まで。 

 

出 

願 

期 

間 

令和5年 

1月11日（水） 

  12日（木） 

令和5年 

1月10日（火） 

令和5年 

1月13日（金） 

  16日（月） 

令和5年 

1月13日（金） 

  16日（月） 

出願手続きはインターネット出願のみです。願書の提出は不要です。 

その他の提出書類を郵送する場合は、出願最終日必着のこと。 

出願の切り替え手続きは、令和5年1月19日（木）、20日（金）15時00分まで。※P.6を必ず確認してください。 

入 

試 

日 

令和5年 

1月17日（火） 

 

令和5年 

1月25日（水） 

令和5年 

1月25日（水） 

合 

格 

発 

表 

令和5年1月18日（水）9時 

（合否発表専用サイトにて） 

 

令和5年1月30日（月）9時 

（合否発表専用サイトにて） 

入

学

手

続 

2月2日（木）15時00分までに出願サイトより、入学料５６，４００円の支払いをお願いします。 

（期日までに入学手続きをしない場合は入学資格を失います。） 

そ

の

他 

・合格者登校日 

     令和5年2月22日（水）＝愛知県公立高等学校一般選抜学力検査日 

     この日は入学事前指導のため、合格者および保護者は必ず出席してください。 

・入学者選抜における新型コロナウィルス感染症への対応については、12月以降にＨＰを通じてお知らせします。 
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Ⅰ 募集要項 

・ 課  程 

 全日制課程普通科（男女共学） 

・ 募集定員 

第１学年  120 名 

内訳は次の各項のとおりとする。 

ア 愛知教育大学附属中学校   15 名程度 

イ ア以外の愛知県内の中学校  105 名程度 

ウ 海外帰国生徒        若干名 

  ただし、各項の合格者がそれぞれの募集定員に満たない場合は他項から補充する。 

・ 出願資格 

ア 愛知県内の中学校を卒業した者。 

イ 愛知県内の中学校を令和5年3月に卒業見込みの者。 

ウ 学校教育法施行規則第95条各号のいずれかに該当する者。 

 上記アからウのいずれか一つに該当し、かつ愛知県内に保護者と共に居住し、自宅から通学することができ

る者。 

（注）（ア）ウに該当する者については、愛知教育大学附属高等学校長に申し出てその指示に従う。 

（イ）一般選抜について保護者の転勤等特別の事情のある場合は、県外中学校出身者の受検についても

考慮する。志願する者は予め中学校を通して本校に問い合わせること。 

（ウ）推薦選抜については各々の出願資格、海外帰国生徒選抜について後述の出願資格の条件を満たし

ていること。 

・ 本校の求める生徒像 

ア 本校を第一志望としており、志望する理由が明確であること。 

イ 将来の進路目標が明確であり、学力向上に努めること。 

ウ 本校の校則を遵守し、規律正しく生活できること。 

 

１ 一般選抜 

 

募集定員 75名程度 

志願者登録 ※手順はp.11～13を参照してください。 

 志願者登録期間 令和4年12月12日(月)～令和5年1月16日(月) 出願サイトで志願者登録を行ってください。 

検定料  

 検定料：9,800円。手数料はご負担ください(支払い方法により手数料は異なります)。 

 志願者登録後、p.13に記載されたいずれかの方法により納入してください。納入された検定料等はお返しす

ることができません。 

出願 

 出願書類 調査書（様式は本校ＨＰ参照） 

 各中学校から本校へwebで提出してください。 

 なお、別に「自己申告書」、「県外からの転入理由書」を提出する者（いずれも該当者のみ）は、出願サイ

トから様式をダウンロードの上、「出願書類在中」と朱書きの上、簡易書留にて郵送してください（1月16日

（月）必着）。 

出願期間 

 令和5年1月13日（金）、1月16日（月） 9時00分～15時00分 

入学検定 

 検定日時 令和5年1月25日（水） ※受付は8時から8時30分まで、受検会場で行います。 
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      学力検査は9時から14時50分まで。 

検査場所 愛知教育大学附属高等学校 

選抜方法  

（ア）国語（40分）・数学（40分）・英語（リスニングを含む）（45分）・理科（40分）・社会（40分）の

５教科で実施し、各教科４０点の配点（合計２００点）とする。また、解答方法は記述式とする。面接は

行わない。 

（イ）一般選抜における校内順位の決定方式について 

  一般選抜における校内順位の決定に際しては、次の方式によって得られた数値を基礎資料とした上で、総

合的に行う。 

  総合得点 ＝ 評定得点×４ ＋ 学力検査成績 

   ３８０   （１８０）  ＋ （２００） 

 ※評定得点とは，中学校の調査書に記載された３年生の９教科の評定の合計である。 

学力検査受検上の特別措置 

ア 特別な事情による受検 

（ア）志願者が病気又は事故による負傷のため保健室受検を希望する場合には、その旨を出身中学校長を通

して申し出る。愛知教育大学附属高等学校長が受検を認めた者については、検査当日に保健室で受検する

（追検査は行わない）。 

（イ）当日、検査開始前及び受検中に病気等になった場合は、愛知教育大学附属高等学校長の判断により保

健室で受検できることもある（追検査は行わない）。 

イ 遅刻者の取扱い 

（ア）受付終了時（8時30分）から第1時限開始後20分以内（9時20分まで）の遅刻は別室にて受検できる。入

試本部（校長室）まで申し出て、係の指示に従う。 

（イ）それ以後の遅刻者は失格とする。 

合格発表 

 発表日  令和5年1月30日（月）9時～  

 発表方法 専用サイトにて確認をしてください。URLは受検票控えに記載されています。電話などによるお問

い合わせには一切応じられません。 

入学手続き 

   入学料納付 合格者は令和5年2月2日（木）15時00分までに入学料56,400円の支払いをお願いします。期日ま

でに入学料が納入されない場合は入学資格を失います。納付された入学料はお返しできません。p.9を参照

してください。 

その他 

 合格者登校日  

令和5年2月22日（水）。この日は入学事前指導のため、合格者および保護者は必ず出席してください。 

 

２ 推薦選抜 

 

募集定員 30名程度 

出願資格 

 令和5年3月愛知県内の公立中学校を卒業見込みの者で、Ａ推薦（学力）又は、Ｂ推薦（運動、文化・特別活

動等）のいずれかを満たし、中学校長が責任を持って推薦する者。 

Ａ推薦（学力） 

  下記の条件を全て満たす者。 

  ア 人物・学習成績ともに優れ、次の観点において真摯に学校生活に取り組もうとしている者。 

（ア）本校を志望する理由が明確であること。 
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（イ）将来の進学目標が明確であり、学力向上に努めること。 

（ウ）心身共に健康で、誠実であること。 

（エ）本校の校則を遵守し、規律正しく生活できること。 

Ｂ推薦（運動、文化・特別活動等） 

   下記のアを全て満たし、イ 運動又は、ウ 文化・特別活動等のいずれかにおいて優れた能力・適性及び実

績等を有する者。 

  ア 人物が優れており、次の観点において真摯に学校生活に取り組もうとしている者。 

（ア）本校を志望する理由が明確であること。 

（イ）将来の進学目標が明確であり、学力向上に努めること。 

（ウ）心身共に健康で、誠実であること。 

（エ）本校の校則を遵守し、規律正しく生活できること。 

（オ）本校入学後も継続して部活動や特別活動等に意欲的に取り組むことができること。 

  イ 運動 

（ア）3年間意欲的に運動に取り組み、正選手として、地区予選を経て県以上の大会に出場した者。 

（イ）3年間意欲的に運動に取り組み、正選手として、市内大会、地区大会（西三河大会、愛日大会、名古

屋大会等）で優秀な成績を収めた者。 

（ウ）運動の分野において、3年間意欲的に活動し、優れた成果が認められる者。 

  ウ 文化・特別活動等 

（ア）3 年間意欲的に文化・芸術等の諸活動に取り組み、県以上の大会で優秀な成績を収めた者。 

（イ）文化・芸術の分野において、3年間意欲的に活動し、優れた成果が認められる者。 

（ウ）生徒会役員（会長・副会長・書記・会計あるいは、それに該当する役職）、正副級長をあわせて2期

以上務めた者。 

志願者登録 ※手順はp.11～13を参照してください。 

 志願者登録期間 令和4年12月12日(月)～令和5年1月12日(木) 専用webサイトで志願者登録を行ってくださ

い。 

検定料 

 検定料：9,800円。手数料はご負担ください(支払い方法により手数料は異なります)。 

 志願者登録後、p.13に記載されたいずれかの方法により納入してください。納入された検定料等はお返しす

ることができません。 

出願 

 出願書類 調査書（様式は本校ＨＰ参照） 

 各中学校から本校へwebで提出してください。 

出願期間 

 令和5年1月11日（水）、1月12日（木） 9時00分～15時00分 

入学検定 

 検定日時 令和5年1月17日（火） 8時50分から13時まで。 

※受付は8時から8時30分まで、受検会場で行います。 

 検査場所 愛知教育大学附属高等学校 

  検査時間 作文 8時50分から9時40分まで 

      面接 9時50分から（終了した受検生から順次帰宅） 

選抜方法  

作文（800字程度・50分）、面接（個人） ※調査書、作文、面接により総合的に判定する。 

作文・面接受検上の特別措置 

ア 特別な事情による受検 

（ア）志願者が病気又は事故による負傷のため保健室受検を希望する場合には、その旨を出身中学校長を通
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して申し出る。愛知教育大学附属高等学校長が受検を認めた者については、検査当日に保健室で受検する

（追検査は行わない）。 

（イ）当日、検査開始前及び受検中に病気等になった場合は、愛知教育大学附属高等学校長の判断により保

健室で受検できることもある（追検査は行わない）。 

イ 遅刻者の取扱い 

（ア）受付終了時（8時30分）から作文開始後20分以内（9時10分まで）の遅刻は別室にて受検できる。入試

本部（校長室）まで申し出て、係の指示に従う。 

（イ）それ以後の遅刻者は失格とする。 

合格発表 

 発表日  令和5年1月18日（水）9時～  

 発表方法 専用サイトにて確認をしてください。URLは受検票控えに記載されています。電話などによるお問

い合わせには一切応じられません。 

推薦選抜不合格者の一般選抜への切り替え手続き 

  推薦選抜不合格だった場合、次の手順により一般選抜を受検できます。 

 ① 令和5年1月19日（木）17：00までに出願サイトで再度、志願者登録をする。（電話連絡は不要です。） 

 ② 本校担当者にて一般選抜用に設定を変更する。 

＊変更にお時間を頂く場合があります。変更の手続き終了後, 確認のメールが届きます。志願者登録の翌日

午前9：00を過ぎても確認のメールが届かない場合は、本校（附属高等学校 0566-36-1881）へご連絡くださ

い。 

 ③ 検定料を納入する。検定料納入の期日は令和5年1月20日（金）15時00分です。 

【切り替え手続き完了】 

p.13に記載されたいずれかの方法により検定料9,800円を納入してください。検定料の納入により、切り替

え手続きが完了します。新たに調査書を提出いただくことはありません。納入された検定料等はお返しする

ことができません。切り替え手続き完了後、受検票が印刷できるようになります。印刷をして写真を貼付

し、受検日に持参してください。なお、受検番号が推薦選抜とは異なりますので、注意してください。 

入学手続き 

   入学料納付 合格者は令和5年2月2日（木）15時00分までに入学料56,400円の支払いをお願いします。期日ま

でに入学料が納入されない場合は入学資格を失います。納付された入学料はお返しできません。p.9を参照

してください。 

その他 

 合格者登校日  

令和5年2月22日（水）。この日は入学事前指導のため、合格者および保護者は必ず出席してください。 

 

 

３ 海外帰国生徒選抜 

 

募集定員 若干名（第１学年募集定員120名に含まれる） 

出願資格  

次の各項の全ての条件を備えている者とする。 

ア 海外で引き続き2年以上の学校生活を送り、帰国後原則として2年以内の者。又は、令和5年3月31日ま

でに海外での学校生活が引き続き2年以上となる者。 

イ 中学校を令和5年3月までに卒業見込みの者、あるいは卒業した者。 

ウ 本校入学後、愛知県内に保護者と共に居住する者。 

志願者登録 ※手順はp.11～13を参照してください。 

 志願者登録期間 令和4年12月12日(月)～令和5年1月16日(月) 出願サイトで志願者登録を行ってください。 
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検定料 

 検定料：9,800円。手数料はご負担ください(支払い方法により手数料は異なります)。 

 志願者登録後、p.13に記載されたいずれかの方法により納入してください。納入された検定料等はお返しす

ることができません。 

 

出願 

 出願書類 調査書（様式は本校ＨＰ参照） 

 各中学校から本校へwebで提出してください。※出願の前に本校にお問い合わせ下さい。 

 なお、別に「入学志願者身上書」、「海外在留証明書」、「海外帰国生徒の帰国に関する申立書」（海外に

在住したまま出願する者のみ）を、出願サイトから様式をダウンロードの上、「出願書類在中」と朱書きの

上、簡易書留にて郵送してください（1月16日（月）必着）。 

出願期間 

 令和5年1月13日（金）、1月16日（月） 9時00分～15時00分 

入学検定 

 検定日時 令和5年1月25日（水） ※受付は8時から8時30分まで、受検会場で行います。 

      学力検査は9時から14時50分まで。面接は15時10分から（終了した受検生から順次帰宅）。 

 検査場所 愛知教育大学附属高等学校 

選抜方法  

国語（40分）・数学（40分）・英語（リスニングを含む）（45分）・理科（40分）・社会（40分）の記述式

試験 

 面接（個人）  

※学力検査、面接、調査書、その他資料により総合的に判定する。 

学力検査・面接受検上の特別措置 

ア 特別な事情による受検 

（ア）志願者が病気又は事故による負傷のため保健室受検を希望する場合には、その旨を出身中学校長を通

して申し出る。愛知教育大学附属高等学校長が受検を認めた者については、検査当日に保健室で受検する

（追検査は行わない）。 

（イ）当日、検査開始前及び受検中に病気等になった場合は、愛知教育大学附属高等学校長の判断により保

健室で受検できることもある（追検査は行わない）。 

イ 遅刻者の取扱い 

（ア）受付終了時（8時30分）から第1時限開始後20分以内（9時20分まで）の遅刻は別室にて受検できる。入

試本部（校長室）まで申し出て、係の指示に従う。 

（イ）それ以後の遅刻者は失格とする。 

合格発表 

 発表日  令和5年1月30日（月）9時～  

 発表方法 専用サイトにて確認をしてください。URLは受検票控えに記載されています。電話などによるお問

い合わせには一切応じられません。 

入学手続き 

   入学料納付 合格者は令和5年2月2日（木）15時00分までに入学料56,400円の支払いをお願いします。期日ま

でに入学料が納入されない場合は入学資格を失います。納付された入学料はお返しできません。p.9を参照

してください。 

その他 

 合格者登校日  

令和5年2月22日（水）。この日は入学事前指導のため、合格者および保護者は必ず出席してください。 
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４ 愛知教育大学附属中学校連絡入学選抜 

 

募集定員  15名程度 

出願資格 

 令和5年3月愛知教育大学附属中学校を卒業見込みの者で、下記の条件を全て満たし、中学校長が責任を持っ

て推薦する者。 

 ア 人物・学習成績ともに優れ、次の観点において真摯に学校生活に取り組もうとしている者。 

（ア）本校を志望する理由が明確であること。 

（イ）将来の進学目標が明確であり、学力向上に努めること。 

（ウ）心身共に健康で、誠実であること。  

（エ）本校の校則を遵守し、規律正しく生活できること。 

志願者登録 ※手順はp.11～13を参照してください。 

 志願者登録期間 令和4年12月12日(月)～令和5年1月10日(火) 出願サイトで志願者登録を行ってください。 

検定料 

 検定料：9,800円。手数料はご負担ください(支払い方法により手数料は異なります)。 

 志願者登録後、p.13に記載されたいずれかの方法により納入してください。納入された検定料等はお返しす

ることができません。 

出願 

 出願書類 調査書（様式は本校ＨＰ参照） 

 各中学校から本校へwebで提出してください。 

出願期間 

 令和5年1月10日（火） 9時00分～15時00分 

入学検定 

 検定日  令和5年1月17日（火） ※受付は9時から9時30分まで、受検会場で行います。 

 検査場所 愛知教育大学附属高等学校 

  検査時間 「学びの記録」提出 9時30分 指定された用紙に記入して持参すること。 

      記録用紙は、出願時に各中学校を通して配付する。 

      面接 10時から（集団。終了した受検生から順次帰宅） 

選抜方法  

調査書、「学びの記録」、面接により総合的に判定する。 

面接受検上の特別措置 

ア 特別な事情による受検 

（ア）志願者が病気又は事故による負傷のため保健室受検を希望する場合には、その旨を出身中学校長を通し

て申し出る。愛知教育大学附属高等学校長が受検を認めた者については、検査当日に保健室で受検する（追

検査は行わない）。 

（イ）当日、検査開始前及び受検中に病気等になった場合は、愛知教育大学附属高等学校長の判断により保健

室で受検できることもある（追検査は行わない）。 

イ 遅刻者の取扱い 

（ア）受付終了時（9時30分）から20分以内（9時50分まで）の遅刻は別室にて受検できる。入試本部（校長

室）まで申し出て、係の指示に従う。 

（イ）それ以後の遅刻者は失格とする。 

合格発表 

 発表日  令和5年1月18日（水）9時～  

 発表方法 専用サイトにて確認をしてください。URLは受検票控えに記載されています。電話などによるお問

い合わせには一切応じられません。 
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入学手続き 

   入学料納付 合格者は令和5年2月2日（木）15時00分までに入学料56,400円の支払いをお願いします。期日ま

でに入学料が納入されない場合は入学資格を失います。納付された入学料はお返しできません。p.9を参照

してください。 

その他 

 合格者登校日  

令和5年2月22日（水）。この日は入学事前指導のため、合格者および保護者は必ず出席してください。 

 

Ⅱ 出願上の諸注意 

 

入学検定料の免除 

   本校では、大規模災害で被災された入学試験志願者のための入学検定料の免除を実施します。対象は、大

規模な災害により災害救助法適用地域において被災したもので、次のいずれかに該当する場合。 

1. 学資負担者が、災害救助法適用地域において被災し、家屋等の全壊、大規模半壊、半壊流出又は一部損

壊の罹災証明が得られる場合 

2. 学資負担者が、震災等により死亡又は行方不明・重症の場合 

3. 本人又は学資負担者の居住地が福島第一原子力発電所の事故により、避難地域に指定された場合 

4. その他災害救助法に照らして学長が該当すると認めた場合 

この制度を希望する者は、入学検定料を支払う前に附属高等学校事務室へ問い合わせてください。 

 

入学検定料の返金 

払い込まれた検定料は次の場合を除き返還しません。 

  ① 出願書類を提出しなかった場合（返還額：振込手数料を差引いた額） 

  ② 検定料を誤って二重に払い込んだ場合（返還額：振込手数料を差引いた額） 

  ③ 出願書類が受理されなかった場合（返還額：振込手数料を差引いた額） 

  ※検定料の返還方法 

  ・上記①又は②の場合 

   令和 5年 2月 17日（金）までに附属高等学校 事務室（TEL 0566-36-1881) へ申し出てください。 

  ・上記③の場合 

   本校よりその旨を連絡します。 

 

入学手続き、合格者事前指導会について 

  合格者は「令和5年度入学者の入学料の納付等の諸手続について」（入学料納付前に必ずご確認下さい）、

入学前課題の説明等の諸書類を出願サイトからダウンロードの上、内容をお確かめください。 

入学料等納入金 

入学料 56,400 円 

授業料 9,600 円（月額） 

授業料に充てる高等学校等就学支援金については、別途、合格者事前指導会にて説明します。 

 

合格者事前指導会（合格者登校日） 

入学手続きを終えた合格者には、次のとおりに事前指導会を実施します。合格者および保護者は必ず出席し

てください。当日指定時刻に出校しない場合は、入学辞退として扱うので注意してください。 

ア 期 日  

令和 5年 2 月 22日（水） （受付 9 時 00 分から 9 時 20 分まで） 

9 時 30分から 13 時 00分まで事前説明及び物品購入 
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イ 会 場  愛知教育大学附属高等学校体育館、他 

ウ 持参品  受検票、筆記用具、鞄（教科書等が入るもの）、スリッパ 

 

入学者選抜における学力検査得点の簡易開示について 

 本校では学力検査結果の個人の得点について、受検者の保護者に限って開示します。令和 5 年度学力検査

結果の開示は、次により行いますので、希望者は、下記により申し込んでください。 

1 申込期間   令和 5年 2月 3日（金）、2月 7日（火） 

2 申込者    受検者の保護者 

3 申込方法   本校受検票及び保護者確認ができる身分証明書（免許証または保険証等）を持参の上来校

し、所定の申請書様式により申し込んでください。申請書は本校の窓口でお渡しします。 

4 申込場所   愛知教育大学附属高等学校事務室  

5 申込時間   9 時 00 分～ 15 時 00 分（12 時から 13 時までは除く） 

6 開示の方法  申込後、本校において閲覧により情報提供します。なお、郵送等による開示はいたしませ

ん。また、閲覧確認後は、確認の署名が必要となります。 

 

個人情報の取り扱いについて 

本校では、出願時に提出された個人情報（住所・氏名・生年月日等）は入学選抜に関する業務及びこれに付

随する業務に利用し、入学手続き完了者にあっては学籍データとして、修学指導業務等に利用します。 

 

出身中学校長へのお願い 

出身中学校長は、志願者の｢調査書｣を愛知教育大学附属高等学校長にweb出願システムを通してご提出くだ

さい。その際、次の各項にご留意ください。今年度から「評定分布一覧表」は不要となりました。 

（ア）志願者の出願資格・出願条件が満たされていることをご確認ください。 

（イ）調査書は厳正かつ公平に作成してください。 

（ウ）調査書に理解困難な記述があった場合には、愛知教育大学附属高等学校長は、出身中学校長に対し

てその記述についてご説明をお願いすることがあります。 

（エ）調査書記載事項に甚だしい誤りのあることがわかった場合には、愛知教育大学附属高等学校長は、

入学許可後においてもその生徒の入学を取り消すことがあります。 

なお、合格発表後の提出書類として、１ 生徒指導要録抄本又は写し、２ 児童（生徒・学生）健康診断

票、３ 児童（生徒・学生）歯の検査票 があります。本校への入学確定後、令和5年3月31日(金)までに提

出してください。 

 

問い合わせ 

  出身中学校の先生を通してお問い合わせください。 

（〒448-8545）刈谷市井ケ谷町広沢 1  愛知教育大学附属高等学校 

電 話  （0 5 6 6） 3 6 － 1 8 8 1 

ＦＡＸ  （0 5 6 6） 3 6 － 1 8 8 3 

ＵＲＬ http://www.auehs.aichi-edu.ac.jp/ 
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愛知教育大学附属高等学校 

 

 

 

 ※web環境がないなど、手続きが困難な場合は、本校にご相談ください。 

① 

宛先： 

auehs@ckip.jp 
（出願手続き期間のみ有効） 

 

※メールが届かない場合、「ckip.jp」を受信可能なドメイン
として設定してください。又は、迷惑メールフォルダをご確認

ください。 

空メール送信後、自動で返信されるメールを確認ください 

② 出願サイトの 

アカウント作成 

①で返信されるメールの内容に従い、 

出願サイトにアクセスする際に 

必要なアカウント（ＩＤとパスワード）を 

作成してください。 

③ 出願サイトへ 

アクセス 

②で返信されるメールに記載の 

出願サイトＵＲＬよりアクセス 

アクセス方法 

本校ＨＰ上のリンクよりアクセス 

愛知教育大学附属高校 検索 

ｏｒ 

④ 出願サイトへ 

ログイン 

③の方法でサイトへアクセスしたら、 

②で作成したアカウントで、 

出願サイトにログインしてください。 
 

⑤ インターネット願書入力 

個人情報同意書に同意の上、必要事項を 

入力し登録してください。 

⑥ 検定料のお支払い 

出願内容の登録後、お支払い画面へ 

遷移します。 

次のいずれかの方法からお支払いいただく

ことができます。 

 コンビニ決済 

 ＡＴＭ決済（ペイジー） 

 各銀行のネットサービス決済（ペイジー） 

詳細は「納入方法」を参照 

①と②の手順で、何かトラブルがある場合は、 

右記サポート窓口へお問い合わせください。 

空メールを送信して手続き開始 

※メールアドレスが必要となります。 

※中学校の指導により、出願内容を中学校に提出する必要がある場合は、 

 ⑤の願書入力の後、願書下書きをダウンロードできますので、これを提出し

てください。ただし、出願時に本校に提出する必要はありません。 

 印刷の方法は、次ページの「出願と受検票の印刷」を確認ください。  

インターネット出願手順 合否発表～入学納付まで 

志願者登録 1 ※１２月１２日（月）～願書受付最終日まで願書作成・入金可能 
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出願サイトより、入学料の支払いをお願いします。 
※手数料は受検者の負担となります。 

 

 

出願と受検票の印刷   ２ 

出願期間中に、「必要書類」を本校へ提出してください。 
※必要書類は、調査書のみです。願書の提出は不要です。  

  また、調査書は中学校から直接提出していただきます。 

出願期間以降に、受検票が印刷できるようになりますので、印刷・写真を貼付してください。 

 ＊出願完了後、受検票がダウンロードできるようになるとご案内メールが届きます。 

受検票の印刷方法 

１）自宅のプリンターで印刷する 

※スマホで登録した場合、出願サイト

から PC に添付ファイルでメール転送

できます。 

 

２）コンビニで印刷する 
※出願サイトからコンビニの印刷に必要な番号を取得できます。 
 
コンビニで 

印刷する 

コンビニを 

選択する 

番号 

XXXX  

選 択

コンビニの大型プリンターにて 

番号を入力して印刷します 

  

志願者は受検票を持参して受検します。 
受検票は、受検票控えと切り離してご利用ください。 

受検票控えは、合否発表の時に必要になりますので、大切に保管してください。 

受検当日 ３ 

 

  

インターネットで合否を確認 
合否発表専用サイトにて、確認してください。  ※画面イメージは実際とは若干異なる場合がございます。 

４ 合否発表 

① 合否発表日時以降に 

合否発表サイトへアクセス 

受検票控えに記載されている合否発表専用 

サイトＵＲＬへアクセスします。 

② 受検番号等の入力 

受検票控えに記載されている「受検番号」と、 

ご自身の「ID」「パスワード」及び「生年月日」を入力し、 

出願サイトのアカウントで、ログインします。 合
否
を
確
認 

愛知教育大学附属高等学校 

合否発表サイト 

受検番号： 

ID: 

パスワード： 

生年月日： 

 

愛知教育大学附属高等学校 

合否発表サイト 

受検番号：ｘｘｘｘｘｘ 

https://xxxxxx.......... 
ＱＲ 

  
  

入学料の支払い 5 
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①、②のいずれかの方法で、お支払ください。  ※手数料はご負担ください。 

 

① コンビニ決済 

コンビニ毎の支払い方法は、コンビニ選択後にメールにて案内します。 

 

 

② ＡＴＭ決済（ペイジー）、および、各銀行のネットサービス決済（ペイジー）から 

ペイジーマークのあるＡＴＭ、または銀行のネットサービスより支払いが可能です。 

 

 

 

 

＜ＡＴＭ＞ 

 

（１） 「税金・料金払込」を選択 

（２） お客様番号，確認番号を入力 

（３） 支払方法を選択 

   （現金またはキャッシュカード） 

＜銀行のネットサービス＞ 

 

利用できる銀行例 

ゆうちょ銀行 

三菱 UFJ銀行 

りそな銀行 

みずほ銀行 

三井住友銀行 

 

など 

検定料、入学料の納入方法 


