
よく分かる！中学３年生のための

WEB出願から

入学まで
学校法人青叡舎学院　勇志国際高等学校

～令和５年度～



  WEB出願から

      入学まで
学校法人青叡舎学院　勇志国際高等学校



受験の種類



専願入試 一般入試

勇志国際高校のみ受験
　　（通学生のみ） 全日制高校等と併願受験可能



専願入試 一般入試
・令和５年３月卒業見込の方

　選考予約：令和４年１２月１日 （木）

　から

　　　　  令和５年４月３０日（日）

                  出願：令和５年１月２７日（金）
　　　　　　　　　　から
　　　　　　　令和５年４月３０日（日）

出願
期間

選考
期間

対象者 ・令和５年３月卒業見込の方
・合格した場合入学を確約できる方

選考予約：令和４年１２月１日（木）

　　　　　　　から 
　　　　　令和５年１月１３日（金）

　　出願：令和４年１２月１７日（土）
　　　　　　　　　から

　　　　　 令和５年１月１３日（金）

　令和５年１月１７日（火）
から

　令和５年１月２０日（金）

　令和５年２月１日（水）
から

　令和５年４月３０日（日）
　　　　 　出願後１週間程度で実施

合格
通知

　令和５年１月２６日（木） 選考から翌々日
（土日祝を除く）

ネット生



専願入試 一般入試
・令和５年３月卒業見込の方

　選考予約：令和４年１２月１日 （木）

　から

　　　　  令和５年４月３０日 （日）

                  出願：令和５年１月２７日（金）
　　　　　　　　　　から
　　　　　　　令和５年４月３０日（日）

出願
期間

選考
期間

対象者 ・令和５年３月卒業見込の方
・合格した場合入学を確約できる方

選考予約：令和４年１２月１日（木）

　　　　　　　から 
　　　　　令和５年１月１３日（金）

　　出願：令和４年１２月１７日（土）
　　　　　　　　　から

　　　　　 令和５年１月１３日（金）

　令和５年１月２１日（土）
から

　令和５年１月２３日（月）

　令和５年２月１日（水）
から

　令和５年４月３０日（日）
　　　　 　出願後１週間程度で実施

合格
通知

　令和５年１月２６日（木） 選考から翌々日
（土日祝を除く）

通学生



選考は専願入試・一般入試ともに

作文 面接
中学校・自宅で作成

｟専願入試は、選考日に
作文（二次）試験を実施｠
※通学生のみ



①募集要項確認 ②調査書作成依頼 ③出願登録

中学校の先生へ調査書作成を依
頼してください。

ご家族で募集要項を確認後、
中学校の先生とご相談くださ
い。

パソコンやスマホから出願
初期登録設定を行います。

④ログオン ⑤出願詳細を入力 ⑥選考料支払い

必要事項の入力、証明写真アップ
ロードなどを行います。　　　　
※入学後生徒証に使用します。

ログオン用メールが到着します。
そこからログオンしてください。

クレジット情報を入力またはコン
ビニにて選考料の支払いを行い
ます。

✔

￥



⑦作文を書く ⑧必要書類を郵送

選考の作文を書いてください。 調査書・作文を入試課へ郵
送してください。

⑨選考面接日時予約

⑩選考　 ⑪合否通知

選考を来校またはオンライン
にて実施します。

選考日時をサイトより
予約します。

合格発表後、ＷＥＢ出願サイトの「合
否照会」より、合否を確認することが
できます。在籍する学校に対しても、
結果を郵送します。

⑫入学手続書類提出

就学支援金書類、課税証明書、マ
イナンバーカードの写し等を提出し
てください。



⑬学費振込 ⑮START!!

4月より高校生活が始まります。振込用紙が到着しますので、
お振込みください。

このあとのページで、詳細をご確認ください。



POINT!
ご家族での相談後、
中学校の先生へ出願の
意思をお伝えになり、
出願スケジュールを
一緒にご確認ください。



１
募集要項を
確認します



１募集要項を確認します

　下記QRコードもしくはURLよりダウンロードして

　ください。印刷も可能です。

https://yushi.news/web_entry/

 確認ができない場合
→✆0120-5931-35（入試課）

https://yushi.news/web_entry/


２ 
調査書を

発行依頼します



２調査書発行依頼をします

　
 　中学校の先生へ調査書発行をご依頼ください。

発行にはお時間を要しますので、
余裕を持ってご依頼ください。



３ 
出願登録を
行います



３出願登録を行います

　 ① 出願前の準備を行います。

インターネットに接続
できる保護者の端末

　　※お持ちでない場合は、
　　　ご相談ください。

    顔写真データ
※3カ月以内に撮影
※証明写真（カラー）
※ファイル形式
　（jpgまたはpng)

登録用メールアドレス
※10代：保護者のもの
※20歳以上：本人のもの
※記号から始まるもの、
　同一記号が連続している
　もの、＠前後に記号があ
　るものは使用できません



 ②パソコンやスマホから、出願初期登録の
　 設定を行います。QRコードもしくはURLを
 　読み込んでください。

https://lsg.grapecity.com/yushi-kokusai/app

https://lsg.grapecity.com/yushi-kokusai/app


　③「初めての方はこちら」をクリックします。



④各項目に入力後、「送信」をクリックします。
　※項目：氏名、生年月日、メールアドレス（10代は保護者のもの）、
　　　　　　パスワード（半角英数字を含む8～20字）



POINT!
登録先のメールに
ログオン用URLが到着
します。
そちらをクリックしてくだ
さい。
　
　　  　　
　　　　　



４ 
ログオンします



４ログオンします 

初期登録のメールアドレス、パスワードを
入力し、ログオンする。



５ 
出願詳細を
入力します

【写真アップロード・詳細入力】



POINT!
顔写真について
①一般的な証明写真
②直近３カ月以内に撮影したもの
③正面向き（帽子・サングラスは不可）

④一人で写っている写真
⑤上半身のみを大きめに撮影したもの
⑥背景や影が無く、背景は白か薄い色
⑦明るく鮮明なもの、逆光不可
⑧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るものは不可）

　
　※入学後、学生証に使用します。

　　　　　



５出願詳細を入力します
【写真アップロード手順①】

「写真管理」をクリックする。



PC画面を準備すること

【写真アップロード手順②】

　注意事項・志願者情報を確認後、
　「次へ」「アップロードをクリックします。



【写真アップロード手順③】

　アップロードする写真を選択します。



【写真アップロード手順④】

　アップロードを選択後、
　写真のサイズを調整します。

PC画面を準備すること



【詳細入力①】
   入試区分を選択します。※通学生の方は、校舎をご選択ください。

PC画面を準備すること

●新入生【令和５年４月入学　自己推薦入試（専願）】通学生
●新入生【令和５年４月入学】ネット生もしくは通学生

勇志　テス



【詳細入力②】
 志願者情報を入力後、
 「次へ」をクリックします。
　　　
    ●志願者氏名（漢字・フリガナ）

    ●性別

    ●生年月日

    ●郵便番号・住所

    ●携帯電話番号

    ●出身中学校情報・卒業年月・卒業区分

　　　



【詳細入力③】
 保護者情報を入力後、
 「次へ」をクリックします。
　　　
    ●保護者氏名（漢字・フリガナ）

    ●志願者との続柄

    ●郵便番号・住所

    ●保護者電話番号

    ●保護者携帯電話番号

　　　    

　　　



【詳細入力④】
　アンケート入力にて、
　希望コース・学習時使用

　端末を選択します。　
             
　 ●コース（必須ではありません）

　　・ネット予備校
　　・芸能コース
　　・トップアスリートコース

　 ●学習時使用端末
　　・パソコン
　　・タブレット
　　・スマートフォン



POINT!
　　【最終確認】
詳細入力をしっかりと
確認してください。

　【出願申込結果】
選考料納入にかかる
「お支払い」を
クリックしてください。
　
　　  　　
　　　　　



６
選考料を
支払います



POINT!
選考料（10,370円）の納
入が必要です。

　●クレジット払い
　●コンビニ払い
　●ペイジー

上記より選択することがで
きます。
　　　　　※支払い時に別途手数料が必要です。　
　　  　　
　　　　　



６選考料を支払います。

　 
【支払い手続き①】
クレジットカード・
コンビニ・ペイジーから選択
する。



【支払い方法手続き②】

クレジットカード支払い

●カード番号
●有効期限
●セキュリティコード

入力後、「次へ」をクリック
してください。



【支払い方法手続き②】

コンビニ支払い

●氏名
●電話番号
●コンビニ

入力後、「次へ」をクリック
してください。
メールが到着しますので、コンビニ支払いを
お願いします。



【支払い方法手続き②】

ペイジー支払い

●氏名
●氏名カナ
●電話番号

入力後、「次へ」をクリック
してください。
メールが到着しますので、ATM もしくはネッ
トバンキングより支払いをお願いします。



入学志願は印刷することもできます。
　 
　

【志願書ダウンロード】
　「入学志願書印刷へ」をクリックする。



７
作文を
書きます



POINT!
勇志国際高等学校の
選考は以下の内容です。

①書類選考
②選考面接
③作文
　・専願　一次：事前提出

　　　　　 二次：選考日
　 ・一般    事前提出のみ
　

　　  　　
　　　　　

選考
　
　　  　　
　　　　　



募集要項内の作文を
印刷します。
「なりたい自分」という
題名で、高校生活へ
の希望を２００字以上
で記入してください。

７作文(一次）を書きます。



８
必要書類を
郵送します



①調査書（中学校から発行）②作文（一次）を郵送してください。中
学校から直接お送りいただくこともあるため、担任の先生とお話し
ながら進めてください。

８必要書類を郵送します。

調査書
　
　　  　　
　　　　　

作文
　
　　  　　
　　　　　



POINT!
【調査書・作文の送り先】

　
　　  　　
　　　　　

〒862-0976
熊本県熊本市中央区九品寺
　
　　  　　
　　　　　

2-1-24九品寺ビル１F
　
　　  　　
　　　　　

勇志国際高等学校　入試課
　
　　  　　
　　　　　

【封筒】

　
　　  　　
　　　　　

・角２サイズのもの
・中学校の封筒もしくは市販のもの
　
　　  　　
　　　　　

※簡易書留で郵送をお願いします
　
　　  　　
　　　　　



９
選考日時を
予約します



POINT!
選考面接は、
①ネット生志望の方はオンラインまたは本校・
　各学習センター（千葉・福岡・熊本・宮崎）にて実施します。

②通学生志望の方は各学習センター（千葉・福岡・熊本・宮崎）

　にて実施します。



９選考日時を予約します。

選考予約サイトより、希望の日時を予約します。



１０
選考



１0選考

選考では、意欲を確認します。
身だしなみを整え、臨んでください。

専願入試の二次試験の作文のタイトルは
「通学生を希望した理由」です。

服装：制服もしくはふさわしい服装
髪：地毛
アクセサリー・化粧等：不可

                               

選考日
専願：令和５年１月２１日（土）～１月２３日（月）
一般：令和５年１月２７日（金）～４月３０日（日）



１１
合否通知を
受けとります



１２合否通知を受け取ります。

合格発表後、ＷＥＢ出願サイトの「合否
照会」より、合否を確認することができま
す。
在籍する学校に対しても、結果を
郵送します。

合格発表
専願：令和５年１月２６日（木）
一般：選考の翌々日



１２
入学手続書類を

提出します



１２入学手続書類を提出します。

①就学支援金申請書類
②マイナンバーカード（もしくは通知カード）の写し
③課税証明書
④身分証明書
　　

                               



１３
学費を

振り込みます



１３学費を振り込みます。

入学手続書類が到着後、学費が決定
します。
振込用紙がご自宅に到着しますので、
期日までにお振込ください。
　　

                               



１４
勇志国際高等学校

START!!



高校生活の
始まりです。

　
　　  　　
　　　　　



出願～入学のお問い合わせ
勇志国際高等学校　入試課

0120-5931-35
（平日9：00～17：00）

　
　　  　　
　　　　　

問い合わせ窓口LINE　

　　  　　
　　　　　


