
【  Web出願から合格発表までの流れ 】

本校出願専用サイトへアクセス1

4 受験料のお支払い
（手数料はご負担ください）

5 出願申込内容確認書（受験料支払済）及び、受験票の印刷

入学試験

出願申込み手続き

3
1. ログオンと出願情報の入力
2. 申込内容確認書を印刷
3. 受験生から中学校の先生に提出→確認依頼
4. 必要に応じて修正・変更

志願者アカウントを作成
2 オープンスクールや見学相談会に申し込んだ時に作成したアカウントで

出願手続き等をすることができます

6 中学校から本校へ出願関係書類をご提出（郵送またはご持参）
※必要書類は出願する試験の詳細をご確認ください。

7 合格発表 
Web出願サイトへログオンし確認できます（日時限定）

全区分共通 Web出願登録の方法と手続き



本校出願専用サイトへアクセス

https://lsg.grapecity.com/st-ursula_h/app

本校におけるWeb出願登録等可能日時　平日/9：00～16：００   土曜/9：00～13：00 
〈12月24日(土)、12月29日(木) ～ 1月3日(火)を除く〉

インターネットに接続できる端末（パソコン・スマートフォン・タブレット）から本校のホームページにアクセスし、Web出願登録
のバナーをクリックします。

※迷惑メール対策をされている場合は @contact.grapecity.com からの受信設定
をお願いいたします。
※パスワードは8文字以上で英数字を含めたものを設定して下さい。

本校においてWeb出願登録をしていただくことも可能です。予め日時を調整いたしますので、できる限りご来校
希望日時の48時間前までに、下記のいずれかでご連絡下さい。
   【受付】 平日/9：00～16：00    土曜/9：00～13：00
　・メール：ursula@st-ursula .ac . jp　 ・電話：022-286-3557　 ・ファックス：022-286-6334

※Ｗｅｂ出願登録の際は、できるだけ常用漢字で入力して下さい。
ＪＩＳ漢字コードに文字が置き換えられる場合がありますので、ご了承ください。入学後は、個別に対応させていただきます。
※申込完了後、【申込内容確認書】を印刷し、中学校の先生に提出して下さい。
コンビニエンスストアでの印刷方法は出願サイト下部の【よくある質問】をご覧下さい。

※インターネットに接続できる環境やプリンタをご用意いただく必要があります。
※スマートフォン・タブレットをご利用の方は左のQRコードから直接出願サイトにアクセスできます。

志願者アカウントを作成

出願申込手続き～ログオンと出願情報の入力

「初めての方はこちら」から志願者情報（メールアドレスやパスワード）のアカウント作成を行います。

自動返信されるメールよりリンクをクリックし、作成したアカウントでログオンします。

【新規申込手続き】から「出願」の最初に顔写真の「保存（アップロード）」
が必要です。登録にお使いの端末に、予め下記の1～6を満たした写真
のデータをご準備して下さい。データの容量は20KB～3MB、形式
（ファイルの拡張子）は、jpeg、かjpg、または、pngのみになります。

続いて、出願する入試区分とコースを選択し、
画面上の案内にしたがって入力作業を行って
下さい。

1.

2.

3.

オープンスクールや見学相談会に申し込んだ時に作成したアカウントで
出願手続き等をすることができます

インターネットに
接続できる

端末がない場合

◉Web出願サイト（Webページ）開設日 … 2022年11月15日（火） ※この日から、Ｗｅｂ出願サイトをご利用可
◉受験料納付開始日 … 2022年12月1日（木）
◉奨学生・奨学生推薦・推薦入試 【1月11日（水）】の出願締切は1月5日（木）です。
◉一般入試 【A日程/ 1月31日（火）】、 【B日程/2月2日（木）】の出願締切は1月18日（水）です。

メールアドレス

パスワード

パスワードを忘れた場合はこちらへ

ログオン 初めての方はこちら

ホーム 志願者追加

新規申込手続き

志願者情報編集

出願申込履歴情報はありません。

出願申込履歴

志願者削除

2022（令和4）年10月1日以降に撮影したもの
一人で写っている写真で、上半身のみを大きめに撮影
したもの
正面向きで、帽子・サングラス・マスクをつけていな
いもの
背景や影がなく、背景は白または薄い色のもの
明るく鮮明なもの、逆光でないもの
平常の顔と著しく異ならないもの
（口を開き歯が必要以上に見えているものは不可）

1.
2.

3.

4.
5.
6.

写真管理

① 顔写真について

2022（令和4）年10月1日以降に撮影した
もの
一人で写っている写真で、上半身のみを大
きめに撮影したもの
正面向きで、帽子・サングラス・マスクをつ
けていないもの
背景や影がなく、背景は白または薄い色の
もの
明るく鮮明なもの、逆光でないもの
平常の顔と著しく異ならないもの（口を開
き歯が必要以上に見えているものは不可）

1. 

2.

3.

4.

5.
6.

※アップロードファイルはjpg、jpeg、またはpng形式が必要。
※画像のサイズは20KB以上、6MB以下にしてください。
※横幅と縦幅の比率「3：4」が推奨。

◆写真アップロードの流れ

① ＜アップロード＞ボタンをクリック
します。

② 「アップロードするファイルの選
択」画面で写真を選択して＜開く＞ボタ
ンをクリックします。

③ 掲載された写真を確認し、必要に応
じて＜拡大＞＜縮小＞＜回転＞などのボ
タンで調整して＜保存＞ボタンをクリッ
クします。

アップロード

プレビュー

拡　　大

縮　　小

回　　転

元に戻す



試験選択

入試区分

選択 コード 試験名 入試区分 コース 試験日時

コース一般入試・A・B両日程 ▼ ▼

※一回の申し込みでは一試験のみ選択できます。複数受検したい場合は、一つの申し込みが完了してから再度申し込みをおこなってください。

※ 「　」が付いている試験はパスワードが必要です。

0416

0417

0418

0426

0427

一般入試 A・B日程 専願（特別志学コー

スType1)

一般入試 A・B日程 私立第一（特別志学

コースType1)

一般入試 A・B日程 その他（特別志学コー

スType1)

一般入試 A・B日程 専願（特別志学コー

スType2)

一般入試 A・B日程 私立第一（特別志学

コースType2)

A・B 両日専願

A・B 両日私立第一

A・B 両日その他

A・B 両日専願

A・B 両日私立第一

Type1

Type1

Type1

Type2

Type2

2023/01/31 08：00

2023/01/31 08：00

2023/01/31 08：00

2023/01/31 08：00

2023/01/31 08：00

試験選択

入試区分

選択 コード 試験名

▼

※一回の申し込みでは一試験のみ選択できます。複数受検したい場合は、

※ 「　」が付いている試験はパスワードが必要です。

0416

0417

0418

0426

0427

一般入試 A・B日程 専願（特別志学コースType1)

一般入試 A・B日程 私立第一（特別志学コースType1)

一般入試 A・B日程 その他    （特別志学コースType1)

一般入試 A・B日程 専願（特別志学コースType2)

一般入試 A・B日程 私立第一（特別志学コースType2)

推薦入試
奨学生入試
一般入試
　A・B日程
　　A・B両日専願
　　A・B両日私立第一
　　A・B両日その他
　A日程
　　専願
　　私立第一
　　その他
　B日程
　　専願
　　私立第一
　　その他
国際編入試 ▼

▲

◎受験する内容を選択してください。

一般入試のＡ日程とＢ日程の両方に出願する場合
（本校進学への強い志を高く評価いたします。）

特別志学コースＴype ２ 奨学生推薦入試
尚志コース　奨学生推薦入試（男子）
尚志コース　奨学生推薦入試（女子）
尚志コース　推薦入試（女子）

特別志学コースＴype １ 奨学生入試／試験日　1月11日（水）

国際編入学試験要項 参照

試験日
2023年

一般入試／試験日 ［ Ａ日程 ］1月31日（火）
［ Ｂ日程 ］2月 2日（木）

出願情報入力画面の例と補足説明

一般入試のＡ日程とＢ日程の
両方に出願する場合、システム
上の左記画面では試験日時が
Ａ日程分しか表示されませんが、
Ａ日程の1月31日およびＢ日程
の2月2日の両方の出願となり、
受験できますので、ご安心くだ
さい。

◎

1月11日（水）

ホーム　出願

2 3 4 5 6
試験選択 願書入力

ursula@st-ursula.ac.jp　ログオフホーム　出願

志願者情報入力

確認 申込結果 支払 完了

ursula@st-ursula.ac.jp　ログオフ

必須

必須

必須

必須

必須

必須

志願者氏名（漢字） 

志願者ふりがな

簡易漢字使用

性別

生年月日

郵便番号・住所

郵便番号

都道府県

市区町村

町名・番地

建物名・部屋番号

電話番号

在籍校

都道府県

市区町村

学校名

学校名（上にない場合） 

卒業見込

姓：　　一本杉

姓：　　いっぽんすぎ

姓：　　一郎

姓：　　いちろう ふりがな

半角数字 ： ハイフンなし7桁

半角数字 ： ハイフンなし

全角文字

卒業見込 卒業

あり

男 女

なし

2007/08/08

022 286 3557

9840802

宮城県

仙台市若林区

一本杉町 1−2

その他

その他

聖ウルスラテスト中学校

例）  ○○中学校

（平成19年8月8日）

住所検索

▼

▼

▼

保護者情報入力

漢字必須

必須

保護者氏名（漢字） 姓：　　一本杉 姓：　　謙一

志願者住所からコピー

半角数字 ： ハイフンなし

よくある質問　｜　入試・出願に関するお問合せ　｜　操作方法に関するお問合せ

022 286 3557

▼

保護者住所

都道府県

市区町村

町名・番地

建物名・部屋番号

保護者電話番号

志願者との続柄

宮城県

仙台市若林区

一本杉町 1−2

父

一時保存次へ戻る

Ⓒ GrapeCity inc. ALL Rights Reserved.

志願者情報入力画面では、アカウント作成のときに入力いただ
いた氏名と生年月日に加えて、次の項目をご入力いただきます。

◎

入力していただく項目は、出願区分（推薦入試、奨学生入試、
一般入試など）やコースによって少し異なります。

◎

・氏名のふりがな
・簡易漢字使用の有無（あり/なし）
・性別
・郵便番号・住所・電話番号
・在籍校の所在地（都道府県・市町村）と在籍校名
・「卒業見込」または「卒業」
・第１志望 ～ 第３志望（志望高校を入力して下さい）
・保護者の方のご氏名
・住所・電話番号
・（志願者との）続柄（父・母など）

必須

必須

必須 第一志望

都道府県

市区町村

学校名

学校名（上にない場合）

第二志望

都道府県

市区町村

学校名

学校名（上にない場合）

第三志望

都道府県

全角文字

▼

▼

▼

例）  ○○高等学校

全角文字

▼

▼

▼

例）  ○○高等学校

▼



以下のいずれかの方法でお支払い手続きを行って下さい。（手数料はご負担ください）

■クレジットカード決済  ＊手数料のご負担をお願い申し上げます。

■コンビニ決済  ＊手数料のご負担をお願い申し上げます。

■ペイジー決済  ＊手数料のご負担をお願い申し上げます。

ご利用可能なクレジットカード

ご利用可能なコンビニ

ペイジーマーク

受験料のお支払い4.

合格発表はWeb出願サイトへログオンし確認できます7.

中学校から本校へ出願関係書類をご提出（郵送またはご持参）6.

出願申込内容確認書（支払済）及び、受験票の印刷5.
お支払い完了後に【印刷へ】ボタンから出願申込内容確認書（支払済）、
受験票を印刷し、試験日当日に持参して下さい。

システムに関する操作などのお問い合わせは、ログオン画面下の【お問合せ】ボタンよりご連絡下さい。（問い合わせ先/グレープシティ株式会社）

◉中学校の先生方へ … 本校への出願申込内容確認書（支払済）、出願者一覧表の提出は不要です。
【提出いただくもの】 ・調査書 （受験生1名につき1部のみ） 

※複数出願でも1部のみで構いませんが、ご希望があれば出願回数部（2部）も受理いたします。
・該当者…各種推薦書、特技保持者扱い願い書、特技実績証明書、受験上の配慮申請書、副申書 など

※原則として中学校からご提出いただいておりますが、宮城県外の中学校に在籍していて、中学校からの出願が困難な場合は、本校にご連絡
ください。　電話 022-286-3557 （平日/9：00～16：00   土曜日/9：00～13：00）

払込票を印刷するか払込伝票番号を控えて頂き、選択した
コンビニ店でお支払いを行います。
※セブンイレブンでの決済の場合は、「締切」の3日前までにお願いいたします。

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お支払い頂けます。
※金融機関窓口でのお支払いはできません。　※お客様番号、確認番号を入力しお支払いを行って下さい。

オンライン決済のため24時間受験料のお支払いが可能です。
＊海外在住の方はこれを選んでください。

（１） 奨学生推薦入試・推薦入試・奨学生入試に出願する場合…14,000円 ⇒ 同時に一般入試に出願する必要はありません。

（２） 一般入試のＡ日程またはＢ日程のどちらか１回に出願する場合…14,000円

（３） 一般入試のＡ日程およびＢ日程の両方（２回）出願する場合…28,000円 ⇒ 本校進学への強い志を高く評価いたします。

支払済
印刷へ

（クレジットカード）

状態 受験票印刷期間 受験票

◉お支払い期間　◉奨学生・奨学生推薦・推薦入試 … 2022（令和4）年１２月１日（木）～2023（令和5）年１月  ５日（木）
◉ 一 般 入 試 …………………… 2022（令和4）年１２月１日（木）～2023（令和5）年１月１8日（水）

※推薦入試・奨学生入試の不合格者が一般入試を再受験する場合の受験料は不要です。（一度納入された受験料は、お返しできません。）

◉合格発表アクセス期間　奨学生入試・奨学生推薦入試・推薦入試 … 2023（令和5）年1月12日（木） 15:00 ～ 19：00
一 般 入 試 ………………………………… 2023（令和5）年2月 6日（月） 15:00 ～ 19：00
※お電話でのお問合せには応じられませんので、ご了承下さい。

【合否照会】から対象の試験の【結果を確認】ボタンをクリックし確認を行います。

（1） 試験日：１月１1日（水）……2022（令和4）年12月19日（月）～2023（令和5）年1月５日（木）
奨学生入試（Type1）・奨学生推薦入試（Type2・尚志）・推薦入試（尚志） 

（2） 試験日：A日程▶1月31日（火）・B日程▶２月2日（木）……2022（令和4）年12月19日（月）～2023（令和5）年1月18日（水）　
一般入試（Type1・Type2・尚志）

※ただし、（1）（2）とも、12月24日（土）及び12月29日（木）～1月3日（火）は、ご持参による出願受付をお休みさせていただきます。
郵送の場合は郵便局留め置きとなり、上記の窓口受付休止期間直後の本校配達となります。

◉出願受付期間 ［本校事務所窓口受付は平日/9：00～16：00、土曜日/9：00～13：00です］




