
令和5（2023）年度入学試験

対象の入試区分・Web出願スケジュール
入試区分

令和4年10月3日（月）～
10月12日（水）17：00まで

令和4年10月3日（月）～
10月12日（水）17：59まで

令和4年10月3日（月）～
10月12日（水） 必着

令和4年11月1日（火）～
11月11日（金）17：00まで

令和4年11月1日（火）～
11月11日（金）17：59まで

令和4年11月1日（火）～
11月11日（金） 必着
令和4年11月1日（火）～
11月11日（金） 必着

令和5年1月4日（水）～
1月26日（木） 消印有効
令和5年2月17日（金）～
2月27日（月） 必着

令和4年11月1日（火）～
11月11日（金）17：59まで

令和5年1月4日（水）～
1月26日（木）23：59まで
令和5年2月17日（金）～
2月27日（月）17：59まで

令和4年11月1日（火）～
11月11日（金）17：00まで

令和5年1月4日（水）～
1月26日（木） 消印有効

令和5年1月4日（水）～
1月26日（木）23：59まで

令和5年1月4日（水）～
1月26日（木）23：00まで
令和5年1月4日（水）～
1月26日（木）23：00まで
令和5年2月17日（金）～
2月27日（月）17：00まで

学校推薦型選抜
（指定校）

学校推薦型選抜
（公募）

総合型選抜

共通テスト利用選抜
（後期日程）

令和4年10月17日（月）～
10月28日（金） 必着

令和4年10月17日（月）～
10月28日（金）17：59まで

令和4年10月17日（月）～
10月28日（金）17：00まで

特別選抜
（社会人）

一般選抜

共通テスト利用選抜
（前期日程）

入学検定料納入期間 必要書類郵送期間出願期間
（インターネット入力期間）

願書取り寄せ
不 要

パソコンや
スマホから

簡単に
入力・修正

24時間、
出願や

入学検定料の
支払いOK

Web 出願ウ
ェ
ブ
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Web出願の流れ

Web 出願ページにアクセスする

出願完了

準備

Web出願を始める前に
□パソコンの確認

□プリンタの準備

・インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレットから出願できます。
・推奨ブラウザとバージョン

・出願登録完了画面の印刷及び出願用の宛名ラベルを印刷します。

□メールアドレスの準備
・出願登録完了及び入学検定料入金完了の通知、入学試験に関するお知らせを配信します。
  メールアドレスをお持ちでない場合は、フリーメール（Gmail、Yahoo!メール等）を取得して
  ください。
・携帯電話のアドレスも可能です。ただし、迷惑メール防止のため、ドメイン指定受信をして
  いる場合は @webshutsugan.com からのメールが受信できるようにあらかじめ設定して
  ください。

◆Windows  Microsoft Edge最新バージョン、
 Chrome最新バージョン、Firefox最新バージョン
◆MacOS Safari9.0以上　◆AndroidOS5.1以上　◆iOS10.3以上

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7

STEP 8

志望情報入力

個人情報入力

出願内容確認

必要書類の確認

決済情報入力

出願登録完了

入学検定料の納入

必要書類の郵送
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Web 出願ページにアクセスする準備

②Web出願手順パンフレット
Web出願の手順を確認してください。

③Web出願専用サイト

熊本保健科学大学 Web出願専用サイト

ここをクリックするとWeb出願専用サイトに入ります。

Q&A、入学検定料の支払方法などが確認できます。

はじめての出願

※画像イメージは変更となる場合があります。

①入学試験要項・必要書類ダウンロード
入学試験要項をダウンロードしてください。また、出願
に必要な志願者調書、志望理由書、志願者評価書、推
薦書、履歴書、入学検定料（エントリー料）減免申請書
（本学所定様式）もこちらからダウンロードできます。

出願内容の確認・変更
出願登録完了後にログインすると出願内容や入学検定
料の納入状況を確認できます。
入学検定料納入前であれば、出願内容を変更できま
す。

ここをクリックすると「利用規約・個人情報の取扱いに関す
る同意条項」が表示されます。
「利用規約・個人情報の取扱いに関する同意条項」をよく読
んだうえで、志望情報入力（STEP1）へ進んでください。

今年度の入学試験で、出願が２回目以降の方はこちらから
出願登録を行ってください。（4ページ参照）
※複数の入学試験の受験による入学検定料の割引はこちらから
　の出願登録のみでしか適用されないのでご注意ください。

・総合型選抜を受験し、学校推薦型選抜（公募）に出願する方。
・総合型選抜、学校推薦型選抜または特別選抜（社会人）を受
験し、一般選抜に出願する方。
・はじめての出願で大学入学共通テスト利用選抜（前期日
程）に出願し、２回目に追加出願で他学科（専攻）の大学
入学共通テスト利用選抜（前期日程）に出願する方。

【割引が適用される「2回目以降の出願」の例（一部抜粋）】

2回目以降の出願
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全入試区分共通

STEP 1 志望情報入力

大学の指定する自然災害により被災し、入学検定料の
免除を申請する場合は、「免除を申請する」にチェック
してください。

出願する
（はじめて）

学校推薦型選抜（指定校・公募）

志望学科（専攻）を選択してください。
【注意】
総合型選抜に出願された方は、学校推薦型選抜（指
定校）に出願することはできません。
学校推薦型選抜（指定校）と学校推薦型選抜（公募）
の両方に出願することはできません。

総合型選抜（リーダーシップ選抜）

出願許可通知を受けた志望学科（専攻）を
選択してください。

（ ）

一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）
志望学科（専攻）、選択科目、試験会場を選択して
ください。

志望学科（専攻）を選択してください。なお、大学入学共
通テスト利用選抜（前期日程）は一般選抜と併願するこ
とができます。また、複数の学科（専攻）に出願できま
す。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「熊本市
（本学）」以外の試験会場で収容人数を超過した場合、
「熊本市（本学）」での受験に振り替えることがあります。
その際、地方試験会場の希望は出願書類の受付順とな
ります。
※詳細は本学ホームページをご確認ください。

入学検定料を計算
クリックすると入学検定料を自動で計算します。
クリックすると個人情報入力（STEP2）に進みます。

はじめての出願

※詳細は本学ホームページまたは入学試験要項をご確認ください。

タイプA（奨学金あり）で合格対象外となった場合、タイ
プB（奨学金なし）での合否判定を希望する方はチェッ
クを入れてください。
なお、タイプA（奨学金あり）は総合型選抜の志願者全
員が自動的に合否判定の対象となります。
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画面の案内に従って入力してください。
前回出願した際の出願番号を必ず入力してください。

前回出願した際の電話番号を必ず入力してください。
（例）ご自宅、携帯電話など

※受験番号ではありません。

〈メリット〉
・個人情報入力（STEP2）で、前回出願した際に入力した個人情報が表示されます。
・検定料算出において、以前の出願時の内容を加味し、検定料の割引を行います。

2回目以降の出願 出願する
（2回目以降）（ ）

学校推薦型選抜または特別選抜（社会人）の合格者は「学校
推薦型選抜または特別選抜（社会人）の合格者に該当する」
に必ずチェックを入れてください。
一般奨学制度のエントリーのために、一般選抜の受験を希望
する方が対象となります。
なお、必ず学校推薦型選抜または特別選抜（社会人）で合格
した学科（専攻）に出願してください。

大学の指定する自然災害により被災し、入学検定料の免除を
申請する場合は、「免除を申請する」にチェックしてください。
※詳細は本学ホームページまたは入学試験要項をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、「熊本市（本
学）」以外の試験会場で収容人数を超過した場合、「熊本市
（本学）」での受験に振り替えることがあります。その際、地方
試験会場の希望は出願書類の受付順となります。
※詳細は本学ホームページをご確認ください。
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STEP 2

STEP 4

個人情報入力

必要書類の確認

STEP 3 出願内容確認

画面の案内に従っ
て、志願者本人の
個人情報を入力し
てください。

入力した志望情報
と個人情報を確認し
てください。

入力した内容に誤
り・訂正がある場合
は【志望情報を修正
する】ボタンを押し
て修正してくださ
い。

総合型選抜タイプB（奨
学金なし）・学校推薦型
選抜・特別選抜（社会人）
で合格した方は、その合
格した受験番号を入力
してください。
※志望情報入力（STEP1）で
「合格状況の確認」にチェック
を入れた場合のみ表示されま
す。

クリックすると出願内容確認（STEP3）
に進みます。

入力に間違いがあるとエ
ラー画面が表示され次へ進
めなくなります。

学校推薦型選抜（指定校）
を受験する方は、パスワード
入力画面が表示されるので
高校にパスワードを確認し
て入力してください。

［町名番地］に番地が入力さ
れていない場合はワーニン
グ画面が表示されますので
確認してください。

志望情報の修正

出願に必要な書類を確認してください。
必要書類のうち、本学所定様式は「入学試験要項・
必要書類ダウンロードページ（2ページ参照）」から
ダウンロードしてください。

「必要書類について確認」にチェックして「次へ」を
クリックすると決済情報入力（STEP5）に進みます。

【注意】
必要な書類は入試区分によって異なります。

クリックすると必要書類の確認（STEP4）に進みます。

入力した内容に誤
り・訂正がある場合
は【個人情報を修正
する】ボタンを押し
て修正してくださ
い。

個人情報の修正

総合型選抜（リーダーシッ
プ選抜）を受験する方は、ID
とパスワード入力画面が表
示されるので、出願許可通
知の際に同封しているIDと
パスワードを確認して入力
してください。



STEP 5 決済情報入力

6

利用する納入方法を選択してください。

出願登録完了
※この時点では出願はまだ完了していません。
　入学検定料の納入（STEP7）及び
　必要書類の郵送（STEP8）を行ってください。
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必要書類の郵送について確認してください。

※出願番号は受験番号ではありません

重 要

［出願番号メモ欄］

必要書類を送付するときや、出願内容を変更するときに必要
になる番号です。
必ずメモするか印刷して番号を控えてください。

※宛名ラベルを印刷できない場合は、封筒に宛名ラベルの内容を手
書きして郵送してください。バーコードは転記不要です。速達・簡易
書留（朱書き）

決済情報入力（STEP5）で選択した納入方法を確認して
ください。

出願番号の確認

納入方法の確認

必要書類の郵送の確認

印刷して封筒に貼付してください。

①宛先（熊本保健科学大学 入試・広報課）　②出願番号
③封入した書類　④入試区分　⑤学科・専攻　⑥差出人住所・氏名

宛名ラベルの印刷

【注意】
必要書類の提出期限を確認して
ください。
入試区分ごとに提出期限は異なります。

STEP 6 出願登録完了

ボタンを押すと、志望情報が表示されます
ボタンを押すと、個人情報が表示されます
ボタンを押すと、入学検定料の金額が表示されます
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●コンビニエンスストア●

●金融機関ATM（Pay-easy）● ●ネットバンキング●

●クレジットカード●

STEP 7 入学検定料の納入

ゆうちょ銀行・Pay-easy対応ATMを利用

「税金・料金払込み」または「Pay-easy」を選択

「収納機関番号」「お客様番号」「確認番号」を入力

現金またはキャッシュカードを選択して、入学検定料を支払う

出願登録完了画面の「ネットバンキングでの支払いに進む」
をクリックし、画面の指示に従ってお支払いください。

出願登録完了画面の「クレジットカードでの支払いに進む」
をクリックし、画面の指示に従ってお支払いください。

以下の支払い可能金融機関でPay-easyマークの付いているATMで支払うことが
できます。1回の出願につき、現金では10万円未満、キャッシュカードでは100万円
未満の支払いが可能です。

STEP6で表示された必要書類を簡易書留・速達で送付してください。

STEP 8 必要書類の郵送

出願完了 受験票の到着
※受験票については入学試験要項で確認してください。

セブン-イレブン
ローソン
ミニストップ
(Loppi)

ファミリーマート
(マルチコピー機)

セイコーマート デイリーヤマザキ

レジにて「インター
ネット支払い」と店
員に伝え、プリント
アウトした【払込票】
を渡すか、【払込票
番号】を伝えお支払
ください。

※プリントしなかっ
た場合は、番号を伝
えるのみでOKです｡

※マルチコピー機は
使用しません

各種サービス
メニュー

各種代金お支払い

マルチペイメント
サービス

「お客様番号」を入力

レジで店員に
「オンライン決済」

と伝える

「オンライン決済番号」
を入力

レジで店員に
「インターネットの支払」

と伝える

「オンライン決済番号」
を入力

レジにて入学検定料を
現金にて支払う

出願情報が正しければ「確認」「印刷」ボタンを押す
端末より申込券が出るので30分以内に
レジにて入学検定料を現金にて支払う

「確認番号」を入力

各種代金・インター
ネット受付・スマート
ピットのお支払い

番号入力画面に進む

「お客様番号」を入力

「確認番号」を入力

注意事項を確認

代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）

・三菱UFJ銀行
・三井住友銀行

（利用可能な金融機関の一例）
・ゆうちょ銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行/埼玉りそな銀行
■支払い可能金融機関は下記ページの「ATM利用可能一覧」を確認してください。
　http://www.well-net.jp/multi/financial_list/index.html

※上記支払い手順は変更される場合があります。

以下のロゴマークがあるクレジットカードで支払うことができます。

・お支払い方法は一括のみです。

VISA Master
Card JCB AMERICAN

EXPRESS DinersClub
名
称

ロ
ゴ
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Q　インターネットでは、どの入試区分に出願できますか？
A　すべての入試区分（総合型選抜（リーダーシップ選抜）、学校推薦型選抜（指定校）、学校推薦型選

抜（公募）、一般選抜、大学入学共通テスト利用選抜（前期日程）、大学入学共通テスト利用選抜
（後期日程）、特別選抜（社会人））に出願できます。

Q　入学検定料の支払いができるコンビニはどこですか？
A　支払いができるコンビニは、セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、デイリー

ヤマザキ、セイコーマートです。

Q　メールアドレスの登録は携帯電話のアドレスでも可能ですか？
A　構いません。なお、登録されたメールアドレスは、出願登録完了の通知や入金完了の通知に使用し

ますのでドメイン（@webshutsugan.com）を受信指定してください。

Q　自宅にパソコンやプリンタを持っていなくてもインターネットで出願できますか？
A　学校など自宅以外のパソコン、スマートフォン、タブレットからも出願することができます。イン

ターネットが使える環境がない場合は、入試・広報課までお問い合わせください。

Q　出願登録した後で、出願内容を確認することはできますか？
A　出願登録後、出願番号が発行されます。Web出願専用サイトの『出願内容を確認・変更する』ボタン

より、その出願番号と氏名、生年月日、電話番号を入力・ログインすると、自分が登録した内容を確
認できます。

Q　出願登録後に入力内容の誤りに気付きました。変更できますか？
A　入学検定料の納入前であれば、変更できます。Web出願専用サイトの『出願内容を確認・変更す

る』から、変更することができます。なお、入学検定料を納入後は変更ができませんので、ご注意く
ださい。この場合は、入試・広報課に直接連絡してください。

Web Q&A出願

Q　スマートフォン（タブレット）で出願するには？
A　1.スマートフォン（タブレット）の使用可能端末およびブラウザ

　・Android OS 5.1以上
　・iOS 10.3以上
　搭載端末の標準ブラウザを使用してください。
　なお上記の使用可能端末であっても、画面が正常に表示されない場合がありますのでご注意く
　ださい。
2.スマートフォン（タブレット）からは、画面及び宛名ラベルなどについて印刷機能が使用できない、
　または正常に印刷できません。必要事項はメモをし、郵送する際に封筒に転記してください。
3.Javascriptの使用が無効に設定されている場合は、一時的に有効に設定してください。
4.クッキー（Cookie）の使用が無効に設定されている場合は、一時的に有効に設定してください。
※出願が完了したら、上記の対応で変更した設定をもとの状態に戻してください。
※各スマートフォンの設定方法については、スマートフォンのマニュアルを確認するか、スマート　
　フォンのキャリア（docomo、KDDI、SoftBankなど）のサポートセンターにお問い合わせください。
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〒861-5598 熊本県熊本市北区和泉町325
熊本保健科学大学 入試・広報課

TEL 096-275-2215
https://www.kumamoto-hsu.ac.jp

Web Q&A出願

〈お問合せ〉 Web出願サイトの操作方法・支払い方法に関するお問合せは

Web出願ヘルプデスク　TEL.0570-06-5124
［受付時間］ 10：00～18：00 　［問合せ期間］ 出願期間に準じる

ID「@kumaho」で検索
熊保大の公式アカウントです！
入試やイベントに関するお役立ち
情報をお届けします！

Q　ポップアップがブロックされ画面が表示されません。
A　Google ツールバーやYahoo!ツールバーなどポップアップブロック機能を搭載しているツールバー

をインストールしている場合、ポップアップがブロックされ、ポップアップ画面が表示されない場
合があります。
このWebサイト（www.webshutsugan.com）のポップアップを常に許可するよう設定してください。
設定方法については、設定手順が各サイトに案内されていますのでそちらを確認してください。

Q　出願登録完了や入金完了のメールが届きません。
A　迷惑メールの設定や受信設定（設定方法は各携帯会社にお問い合わせください。）をご確認くだ

さい。また、迷惑メール防止のため、ドメイン指定受信をしている場合は ＠webshutsugan.com 
からのメールが受信できるようにあらかじめ設定してください。

Q　出願をキャンセルできますか？
A　入学検定料の納入前であれば、キャンセルできます。Web出願専用サイトの『出願内容を確認・変

更する』から、変更することができます。なお、入学検定料の納入後はキャンセルできませんので、
ご注意ください。

Q　いつから出願登録ができますか？
A　出願期間初日の９時から、登録できます。

Q　ネットバンキングやクレジットカード等の名義は、受験生本人の名義でなくてもよいですか？
A　保護者名義の口座、クレジットカードからお振込み、お支払いいただけます。

Q　氏名や住所の漢字が登録の際にエラーになってしまうのですが、どうすればよいですか？
A　本学では、氏名の表記等に、JIS第二水準までの漢字（一部使用できないものがあります。）を使用

していますので、その他の文字は登録エラーとなります。エラーになる場合は、代替の漢字を入力
してください。

（例）髙→高　　﨑→崎　など

Q　どのような封筒を用意したらよいですか？
A　市販の封筒（長形3号または角形２号）を使用してください。


