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出願の際は、大学ホームページに掲載される
学生募集要項を必ずご確認ください。

願書を取り寄せる
手間がないので
スピーディー

パソコンや
スマートフォンから
24時間いつでも出願可

システム上で
手続きをするので
間違いもなく安心

和洋女子大学

学生一人ひとりに寄添う、丁寧で親切な教育を提供します。

自立して輝く女性になるために。



大学のホームページで「学生募集要項」を必ずチェック！
和洋女子大学ホームページの「入試情報」で、出願する入試制度の学生募集要項を必ず確認してください。

必要なインターネットの環境について確認
インターネット出願は、パソコン・スマートフォン・タブレットから行うことができます。それぞれに必要な環境お
よび設定は以下の通りです。

▶ブラウザの設定について
　どのウェブブラウザでも、以下の設定を行ってください。
　● Java Script を有効にする。　　●Cookie を有効にする。
▶セキュリティソフトについて
セキュリティソフトをインストールしている場合、インターネット出願サイトが正常に動作しない場合がありますので、
ご注意ください。セキュリティソフトについては、各メーカーのサポートセンターに問い合わせてください。

▶メールアドレスについて
アカウント作成の際、メールアドレスの入力が必要です。フリーメール（Gmail やYahoo! メールなど）や携帯電話のアド
レスで構いませんが、携帯メールの場合はドメイン（＠wayo.ac.jp）および（＠postanet.jp）の両方を受信指定してく
ださい。出願登録完了時・入学検定料支払い完了時に、登録したメールアドレスに確認メールが自動送信されます。
※インターネット環境のない方は、入試センター(TEL 047ｰ371ｰ1127）までご連絡ください。

下記の書類は、すべての入試制度に共通して出願登録の前に準備しておく必要があります。発行、準備に時間のかかる
ものもありますので、早めに用意してください。

なお、上記以外にも推薦書や志望理由書、A 日程における英語の民間資格・検定試験の結果に関する調査票や大学入
学共通テスト成績請求票など、出願に必要な書類は各入試ごとに異なります。
必ず各入試制度の学生募集要項を確認してください。

インターネット出願をする前にStep 0

出願書類を準備するStep 1

Windows

Mac OS

▶ Google Chrome（最新バージョン）
▶ Microsoft Edge（最新バージョン）

▶ Safari（最新バージョン）
Android ▶ 5.0以上（ Android Chrome最新バージョン）
iOS ▶ 10.0以上（ Safari最新バージョン）

▶ Firefox（最新バージョン）
パソコン

スマートフォン・タブレット

Attention!

和洋女子大学では、出願の時に提出していただいた写真を、そのまま入学後の学生証として使用します。そのため、制服で
はなく私服写真のご提供をお願いしています。
また、学生証となる写真ですので、胸元が深くあいている服装は控えてください。

なぜ制服の写真ではなく私服の写真でなくてはいけないの？

写真データを出願登録時にアップロードします。下記の条件にあったデータをご用意下さい。
● 最近３か月以内に撮影した私服のもの（制服不可）
● カラー／上半身／正面／脱帽／背景無地
画像データの形式はJPEG ファイル（.jpg または.jpeg）のみ。
ファイルサイズは3MBまでです。
（ファイルサイズが3MBを超えるとアップロードできない場合があります）

高等学校卒業者および卒業見込み者は、出身学校長が証明し、発行から3ケ月以内の調査書（厳封されたもの）（開
封無効）を用意。
諸事情により調査書の発行ができない場合や、高等学校卒業程度認定試験の合格（見込み）者、大学入学資格検定
試験の合格者は、学生募集要項を確認してください。

写真データ

出願資格を
証明する書類
（調査書等）

3

4縦横比
4：3
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和洋女子大学のトップページまたは入試情報ページより、インターネット出願サイトにアクセスしてください。
右記QRコードからもアクセスできます。

インターネット出願サイト「Post@net」は、全国およそ180校の学校から志望学校を探して出願ができるポータル
サイトです。アカウントの作成を行い、ログインすると、出願登録が可能にな
ります。下記の手順に従って出願登録を行ってください。

▶アカウント作成
①インターネット出願サイト「Post＠net」のトップページで「アカウント作成」
ボタンをクリック。

②利用規約に同意した後、メールアドレス、パスワードを入力して「登録」ボタ
ンをクリック。

③入力したメールアドレス宛に、仮登録メールが届きます。

④仮登録メールの受信から60分以内に、メール本文に記載されているリンク
をクリックして、アカウント作成を完了させてください。

▶ログインとお気に入り学校の登録
⑤インターネット出願サイト「Post＠net」のログイン画面で、メールアドレス、
パスワードを入力して「ログイン」ボタンをクリックすると、登録したメール
アドレスに認証コードが届きます。届いた認証コードを入力して、ログインを
完了してください。（ログインする際は登録メールアドレスに都度 認証コード
が届きます。ログイン時はこの認証コードを入力してログインします）

⑥「学校一覧」画面の学校名の検索ボックスに「和洋女子大学」と入力して検索
してください。

⑦「和洋女子大学」の大学名をクリックするとメニューが開きます。「お気に入
り登録」ボタンをクリックして、お気に入り学校に登録を行ってください。

インターネット出願サイトにアクセスするStep 2

アカウント作成と出願登録を行うStep 3

和洋女子大学ホームページ https://www.wayo.ac.jp

Attention!

お気に入り登録した学校は、Post＠netのトップページに常に表示されるようになります。この後に行う出願登録や合
否発表の確認の際に便利なだけでなく、自分がどの学校へ出願しているのかが分かりやすくなります。

なぜお気に入り学校に登録するの？

①

⑤

⑥

⑥

⑦

①

②
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▶出願登録
⑧「出願登録」ボタンをクリックし、画面の指示に従って、出願登録を行ってく
ださい。

【出願登録の流れ】

入試制度の選択

志願者情報（氏名・住所等）の入力

出願内容の確認

試験日・学科の選択
※家政福祉学科は志望コースを選択してください。

支払い方法で
『コンビニ』
『ペイジー』
を選択した場合

支払い方法で
『クレジットカード』
を選択した場合

カード情報を入力し、
決済完了

（支払完了メールが通知されます）
支払番号確認画面

支払いに必要な番号
（詳細POINT3）を
必ずメモしてください。

※入学検定料支払い後の出願内容（入試制度、学部学科、コース等）の変更は認めません

Attention!

いざ出願登録！その前に、「はじめに」ボタンをクリックして、出願登録の手順や注意事項、学生募集要項を必ず確認
しましょう。

出願登録を開始する前に、必ず「はじめに」ボタンをクリック！

Attention!

インターネット出願サイトからの出願登録が可能な期間は、出願開始日の 0：00 から、出願最終日の 16：00 までです。

出願登録が可能な期間に注意！

志願者情報の入力・確認画面
では、必ず入力した内容（特に
生年月日・電話番号・住所）に
誤りがないか、十分に確認して
ください。志願者情報の確認
画面を過ぎると内容の変更が
できません。

POINT 1

コンビニ支払いを選択した場
合、選択した『コンビニ』以外
では支払いができません。選択
したコンビニを必ずメモしてく
ださい。

POINT 2

支払い方法『コンビニ』『ペイ
ジー』の場合は、支払番号確認
に支払いに必要な番号が表示
されます。STEP4の支払い時に
必要ですので、必ずメモしてく
ださい。

POINT 3

Step 4 へ Step 5 へ

⑧
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出願登録した翌日の23:59まで(出願登録期限日に出願登録をした場合は当日の16:00まで)に、下記の通り入学検定料
をお支払いください。支払い期限を過ぎますと、登録された内容での入学検定料支払いができなくなります。
支払い期限を過ぎてしまった場合は、もう一度STEP3の出願登録から手続をやり直してください。

コンビニ

ペイジー（銀行ATM）

ペイジー（ネットバンキング）
収納機関番号・お客様番号・確認番号を控え、各自で支払い方法を確認し入学検定料を支払ってください。

払込手数料　920円
・入学検定料の他に別途、払込手数料が必要です。
・お支払金額が5万円以上の場合、別途事務手数料が必要です。
・一度納入した入学検定料は、理由の如何にかかわらず返金しません。
・入学検定料支払いの領収書は提出不要です。控えとして保管してください。

入学検定料を支払う（コンビニ・ペイジーを選択した場合のみ）Step 4

「第1番号(企業コード)」
を入力

デイリーヤマザキ/
ヤマザキデイリーストア

Web画面に表示された
「オンライン決済番号」

Web画面に表示された
「受付番号」

「各種番号をお持ちの方」
ボタンを押す

「受付番号」
を入力

「受付番号」
を入力

レジで番号を
お知らせください

発券から
30分以内にレジへ

発券から
30分以内にレジへ

印刷した
「払込票」を渡す

または
レジで番号を

お知らせください。代金お支払い

「番号入力」
ボタンを押す

注意事項を確認し、
「同意して進む」ボタンを押す

支払内容を確認し、
「確認」ボタンを押す

「電話番号」
を入力

支払内容の確認画面が
表示されるので、
「OK」ボタンを押す

「お申込みした電話番号」
を入力

Web画面に表示された
「受付番号」

レジで
「インターネット支払い」
とお知らせください。

※お客様側レジ操作画面に
入力案内が出ますので、

以下操作を行ってください。

Web画面に表示された
「第１番号(企業コード)」
「第２番号(注文番号)」

「払込票」を印刷
または

Web画面に表示された
「払込票番号」

ローソン/
ミニストップ セイコーマート ファミリーマート セブンイレブン

Ｌｏｐｐｉ（ロッピー） マルチコピー機

「申込券」
発券

「申込券」
発券

「代金支払い/チャージ」
ボタンを押す

「第2番号(注文番号)」
を入力

ペイジー対応の
銀行ATMを利用

料金払込（ペイジー）を選択
（銀行ATMによって

メニュー名称が異なります。
上記はゆうちょ銀行の例。）

支払い
収納機関番号・お客様番号

・確認番号を入力
支払い方法選択

（現金またはキャッシュカード）
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入学検定料の支払い完了後、再度インターネット出願サイト「Post@net」にログインし、出願に必要な「Web入学
志願票」と「封筒貼付用宛名シート」を印刷します。

①インターネット出願サイト「Post＠net」にログインし、メニューより「出願
内容一覧」をクリック。

②「出願内容一覧」画面から和洋女子大学を選択し、「出願内容を確認」ボタ
ンをクリック。

③出願内容の照会画面の下の方に表示される「Web入学志願票ダウンロー
ド」、「封筒貼付用宛名シートダウンロード」ボタンをクリック。それぞれの
PDFファイルをダウンロードします。

④③のPDFファイルをA4サイズの用紙にページの拡大・縮小はせずに印刷し
てください。

⑤市販の角2封筒に、印刷した「封筒貼付用宛名シート」を貼り付けて、封筒
の中に「Web入学志願票」と、必要書類を封入し、郵便局窓口から郵送して
ください。

出願書類を郵送するStep 5 ※8ページの「出願書類の送付が不要のケース
について」も併せて確認すること

Attention!

STEP1～STEP5 を、すべて出願受付期間内に完了することで、出願が正式に受理され、デジタル受験票が発行されま
す（出願登録、入学検定料の支払い、出願書類の提出のいずれかが行われなかった場合は、出願が受け付けられません）。
消印有効ではなく必着です。出願期間を過ぎて到着した書類は受け付けませんので、出願期間を大学ホームページ
や学生募集要項で十分に確認の上、余裕をもって出願してください。

STEP1～STEP5を全て期間内に完了すると受験票が発行されます

①

②

③

印刷見本

写真データをアップロードする
と、写真欄に顔写真が出力され
ます。

枠内部分は入試制度により記
載される内容が変わります。

Web入学志願票 封筒貼付用宛名シート
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書類の追加送付・再送付が必要になったら…

市販の角２封筒（A4サイズの書類が入る封筒）

出願に必要な書類を全て封入
（出願書類は必ず学生募集要項で確認）

Web入学志願票
調査書
など

市販の封筒の表面に、右記の送付先を記入
し、封筒裏面に「郵便番号」「住所」「氏名」
「出願している試験制度名」を記入して必要
書類を封入し、簡易書留・速達で郵送して
ください。

〒272－8533
千葉県市川市国府台２－３－１

和洋女子大学　入試センター 行

送付先

（追加）出願書類在中

印刷した封筒貼付用宛名シートを
切り取り線に合わせて切り取り貼る

封筒の宛名面の見本

Attention!

「封筒貼付用宛名シート」に記載された試験制度以外の出願書類を入れることはできません。異なる入試の出願書類を
送付する場合は、試験制度ごとに別々の封筒で送付してください。

異なる入試の出願書類を一つの封筒に同封することはできません
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受験票はデジタル受験票になります。郵送される受験票はありません。入学検定料の入金が確認され、出願書類が受
理されると、所定の日にインターネット出願サイトに受験票のデータがアップされます。下記の手順に従って、デジ
タル受験票を印刷してください。受験票のデータがアップされる日は、各入試の学生募集要項で確認してください。

①インターネット出願サイト「Post＠net」にログインし、メニューより「出願
内容一覧」をクリック。

②出願内容一覧画面から和洋女子大学を選択し、「出願内容を確認」ボタン
をクリック。

③出願内容の照会画面の「デジタル受験票ダウンロード」ボタンをクリック。
PDFファイルをダウンロードします。

④③のPDFファイルをA4サイズの用紙にページの拡大・縮小はせずに印刷し
てください。

⑤試験当日、印刷した受験票を必ず持参してください。

※大学入学共通テスト利用選抜は、本学での個別の学力試験は行いません
が、合否発表の際に受験番号が必要になります。デジタル受験票で受験番
号を確認してください。

※受験票のデータがアップされない場合は、入試センター（TEL 047-371-1127）
までご連絡ください。

合否発表は、インターネットによる合否照会サービス（Web発表）で行います（電話照会、学内掲示発表は行いませ
ん）。合格者、補欠者には別途、通知書を郵送します。Web入学志願票に記入された住所（合格通知等送付先住所）
宛てに、合否発表当日に大学より発送します。不合格者には通知書を送付しませんのでご了承ください。

上記URLおよび右記QRコードから直接サイトへアクセスできます。
※和洋女子大学ホームページからは、合否照会サイトにアクセスできません。

デジタル受験票の確認と印刷Step 6

合否発表についてStep 7

合否照会サイト https://www.postanet.jp/gouhi/012050

②

Attention!

合否照会期間は、原則合否発表日の正午12：00から3日目の正午12：00までの3日間です。

合否照会期間に注意！

①

デジタル受験票見本
※試験制度によって内容は異なります。

③
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合否照会サイトにアクセス後、下図の通り画面の指示に従って、受験番号と誕生月日を入力して確認してください。

補欠者について（補欠者認定は、一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜のみです）
● 補欠者には、合否発表日に補欠通知書を郵送します。
● 補欠者とは、繰り上げ合格候補者のことです。合格者の入学手続き状況により欠員が生じた場合、入学を許可される資
格者です。

● 欠員が生じた場合、定められた日時（補欠通知書を郵送する際に同封して通知します）に本学より本人宛に電話連絡し
ます。
その際、入学意志の確認をしますので、本学への入学を希望される方は、必ず連絡先に待機していてください。

● 繰り上げ合格が許可された場合の入学手続時納入金は、合格者とすべて同じです。
● 補欠者の繰り上げ合格状況など、補欠に関する問い合わせには一切応じられません。

出願書類の送付が不要のケースについて
下記の入試制度については、出願登録完了後の出願書類の郵送は不要です。
● 総合型選抜Ⅰ期（健康栄養学科 二段階方式）二次選考
● 特待生（N型）選考試験
詳細は、合格通知に同封される案内をご確認ください。

受験番号等の入力 入力内容の表示 合否照会

本人確認のため、受験番号・
誕生月日を入力してください。

入力内容を確認してください。 合否結果が表示されます。

※実際の画面と異なる場合があります。

その他の補足事項

一般選抜　●日程
●●学部　●●学科
受験番号○○○○○○番

一般選抜　●日程
●●学部　●●学科

受験番号○○○○○○番の方は、
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入試センター
〒272-8533　千葉県市川市国府台2-3-1

TEL. 047-371-1127　FAX. 047-371-1185
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和洋女子大学

Q&A

氏名や住所の漢字が、登録の際にエラー
になってしまいます。Q
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 → 3

A

ポップアップがブロックされ画面が表示
できません。Q
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
アップ画面が表示されない場合があります。
本学のインターネット出願サイト「Post＠net
（home.postanet.jp、www.postanet.jp）」
のポップアップを常に許可するよう設定してく
ださい。

A

登録時のメールアドレスを忘れてしまいま
した。Q
メールアドレスを忘れた場合、個人情報保護
の観点から、電話やメールなどでアカウント
情報をお伝えすることができません。普段か
ら使用されているメールアドレスを登録いた
だくことを推奨します。

A

Q
入学検定料支払い後の出願内容（入試制度、学部学科、コース等）の変更は認めません。※出願登録時に間違い
がないよう確認してください。クレジットカード支払いの場合、出願登録と同時に入学検定料の支払いが完了し
ますので、特に注意してください。コンビニ・ペイジー支払いの場合は、入学検定料を支払う前であれば、既に
登録した出願内容は利用せず、もう一度、最初から出願登録を行うことで変更可能です。新たに出願登録を
行った際のアカウント情報と支払いに必要な番号を使って、入学検定料の支払いと出願書類の郵送を行う必要
があります。
※入学検定料支払い後の出願内容のうち、個人情報に関する部分（住所・氏名・電話番号等）に誤りがあった
場合は、訂正箇所に二重線を引き、朱書きで正しい内容を書き添えてください。

A

コンビニ・ペイジーでの支払いに必要な
番号を忘れてしまいました。Q
インターネット出願サイト「Post＠net」に
ログインし、「出願内容一覧」より和洋女子
大学の「出願内容を確認」ボタンをクリック
すると、支払番号の確認画面についても再
表示できます。

A

出願登録後に出願内容を変更することはできますか？


