
京都工芸繊維大学
インターネット出願
操作マニュアル

京都工芸繊維大学入試課

令和5年度一般選抜用

※本マニュアル中の画面のコピーはテスト環境のものを使用しています。
実際の画面と異なるところがあることをご了解ください。
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インターネット出願の流れ

①インターネット出願サイトに志望課程等の情報を登録

②検定料（受験料）の支払い

③入学願書の出力・印刷

④入学願書、調査書等必要書類の郵送
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１．京都工芸繊維大学のホームページhttps://www.kit.ac.jp/にアクセスし、
「入試情報」→「学部入試情報」→「学部入試最新情報」をクリックします。

※スマートフォンの場合は、右上の「MENU」をタップし、「入試情報」→「学部入試最新情
報」へ進んでください。
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２．「学部入試最新情報」の「インターネット出願」のバナーをクリックすると
インターネット出願のページが開きます。
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３．「はじめに」をクリックし、内容をよく読んでください。
読み終わったら「インターネット出願」の画面に戻ってください。
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４．「出願登録」をクリックし、「留意事項」をよく読み、内容に同意し（チェッ
クボックスにチェックをいれる）、「次へ」をクリックしてください。
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５． 「一般選抜前期/後期日程」をクリックし、「次へ」をクリックしてください。
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６．受験する日程の「志望課程」を選択します。なお、併願する場合は、前
期日程、後期日程とも「志望課程」を選択してください。

˅のマークをクリックすると選択肢が

表示されます。
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※併願しない場合は、受験する日程の「志望課程」のみを選択してください。
受験しない日程の欄は操作しないでください。

前期日程のみ受験する場合は、
後期日程の欄は操作しないでくだ
さい。

誤って受験しない日程を操作した
場合は、「選択してください」を選
択してください。
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７．受験する日程の「試験会場」を選択します。
後期日程の応用生物学課程志望者のみ「本学実施の試験はなし」を、
その他の受験生は「松ヶ崎キャンパス」を選択してください。

˅のマークをクリックすると選択肢が

表示されます。
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８．選択科目がある課程は、受験する科目にチェックをいれてください。

選択科目がある課程
前期日程
・応用生物学課程
・応用化学課程
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９．前期日程に出願する方は、一般プログラムと地域創生Tech Program
の志望順位について選択してください。

˅のマークをクリックすると選択肢が

表示されます。

各プログラムの違いや募
集人員等については、
「一般プログラムと地域創
生Tech Programについて」
を参照してください。
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10．大学入学共通テストの受験教科・科目を確認した上でチェックをいれ、
「次へ」をクリックしてください。

募集要項巻末の
「大学入学共通テスト受験教科・
科目確認表」
をご活用ください。
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11．選択した「日程」、「志望課程」、「選択科目」、「志望順位」に誤りがな
いかよく確認し、「次へ」をクリックしてください。
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※前期日程と後期日程を併願する場合
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12．「志願者情報」を入力します。
※誤りがないかよく確認しながら入力してください。

受信確認メール送信をクリックすると
登録したメールアドレスにテストメール
が送信されます。
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13．証明写真をアップロードします。「画像をアップロードする」をクリックし
てください。

※写真は、「上半身、脱帽、正面向き、背景に何も写っていない状態」で、スマートフォン
やデジタルカメラで撮影した３ＭＢ以下の画像データをアップロードしてください。また、
証明写真をスキャンしたものや写真店で撮ってもらったものもアップロード可能です。

※写真の縦横の大きさの指定はありません（４ｃｍ×３ｃｍでなくてもかまいません）。後
で調整できます。

※アップロードした写真は、入学した際に学生証の顔写真に使われます。
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写真をアップロードするポップアップが表示されるので、参照をクリックし、
画像データを選択します。
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写真が白い枠の中におさまるように、縮小、拡大、画像の移動を行い、
「確定」をクリックしてください。

※この画面のように、枠をはみ出し、画面の右に寄っている場合は、「縮小」をクリックし、
写真をドラッグしながら左下に動かし、調整します。 19



記載の条件を満たしていることを確認した上でチェックをいれ、「登録」を
クリックしてください。
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14．「合格通知等送付先住所」を入力します。
※誤りがないかよく確認しながら入力してください。

郵便番号を入力し、「検索」をクリックする
と、住所が途中まで自動表示されます。

全角２５文字まで入力できます。
オーバーする場合は「住所２」に
入力してください。
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15．「出身高校情報」（出願資格の情報）を入力します。
※誤りがないかよく確認しながら入力してください。

このように候補が
表示されます。

高校名または高校コードを入力します。
なお、高校名（またはその一部）を入力す
ると候補が表示されます。

例えば、「京都」と入力すると・・・
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「高校検索」ボタンから、出身高校を検索することもできます。

「出身校検索」画面で、出身高校の所在地（都道
府県）と学校種別を選択して、「検索」をクリックし
てください。
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高等学校卒業程度認定試験合格、外国の学校修了、在外教育施設修了
などの資格で出願する場合は、「高校検索」ボタンから、「都道府県」、「学
校種別」ともに「その他」を選択し、検索し、該当する項目をクリックしてく
ださい。
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16．「卒業年月（資格取得年月）」を入力します。
※誤りがないかよく確認しながら入力してください。

※卒業年月（資格取得年月）に誤りがよく
あります。

今、日本国内の高校３年生の人は２０２３年３月卒業見
込ですので、「２０２３」年「３」月としてください。
なお、高卒認定の人は認定試験に合格した年月（見込
の人は結果通知の発送予定年月）としてください。

˅のマークをクリックすると表示され

ます。
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17．出身高校の「課程」、「学科」を選択肢から完全一致するものを選んで
ください。該当するものがない場合、一部しか一致しない場合、高卒
認定等の場合は「その他」を選択してください。

※「学科」の選択肢に完全一致するものがない
場合は、必ず「その他」を選択してください。
例えば、「理数探究科」や「数理科学科」は「理
数科」ではなく「その他」を選択してください。

˅のマークをクリックすると表示され

ます。
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18．大学入試センターが発行する「大学入学者選抜に係る大学入学共通
テスト受験票」に付いている「成績請求票」に記載されている「大学入
学共通テスト成績請求票番号」を入力してください。
※誤りがないかよく確認しながら入力してください。
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19．「資格区分」について該当するものを選択し、「志願者情報」で入力し
た内容全部について誤りがないかよく確認し、問題なければ「次へ」
をクリックしてください。

˅のマークをクリックすると表示され

ます。

28



20．最後に入力された「志願者情報」について誤りがないかよく確認し、
問題なければ「次へ」をクリックしてください。

※「次へ」をクリックすると、入
力された情報は修正できなく
なりますので、よく確認してく
ださい。
「次へ」をクリックした後に、
誤りに気付いた場合は、検
定料の支払い手続きを行わ
ず、最初から入力をやり直し
てください（入力済みのデー
タは無効になります）。
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21．「出願登録番号」をメモし、検定料の支払い方法を選択し、「次へ」をク
リックしてください。

※「出願登録番号」は、検定料支払い後、入学願書
等を印刷するために必要な番号です。必ずメモし
てください。「受験番号」ではありません。「受験番
号」は入学願書に印字されます。

※支払い方法の変更はできません。支払い方法を
変更する場合は、検定料の支払い手続きを行わ
ず、最初から入力をやり直してください（入力済み
のデータは無効になります）。

・コンビニ支払い
・クレジットカード払い
・ペイジー支払い から、支払い方法を選択（○のところをクリック）してください。
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22．検定料の支払いを行うコンビニエンスストアを１つ選択し、「次へ」をク
リックしてください。

※コンビニエンスストアで検定料を支払う場合

い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
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23．支払い内容、支払い方法をメモし、「完了」をクリックしてください。メモ
した「出願登録番号」を確認し、「閉じる」をクリックし、検定料の支払
い手続きを行ってください。

※支払い期限（出願登録を行った日の翌日の２３時５９分（出願期間の最終日はその日
の２３時５９分））までに、指定したコンビニエンスストアで検定料の支払い手続きを行っ
てください。支払い期限を過ぎた場合、登録した内容での検定料支払いを行うことがで
きなくなり、最初から入力をやり直す必要があります。

コンビニ支払い及びペイジー支払いを
選択した人は必ずこの画面の内容をメ
モし、メール送信ボタンを押してください。

コンビニ支払い及びペイジー支払いを
選択した人は必ずこの画面の内容をメ
モし、メール送信ボタンを押してください。
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24．コンビニエンスストアで発行された検定料の領収書（支払いを行った
お店の受領印が押されたもの）は、入学試験が終わるまで保管して
おいてください。
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25．「入学願書」、「受験票」、「宛名ラベル（大学送付用）」を印刷します。
インターネット出願のページにアクセスし、「願書等印刷／出願確認」
をクリックしてください。

34



26．「出願登録番号」、「生年月日」、「電話番号」を入力し、「次へ」をクリッ
クしてください。
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「出願登録番号」を忘れた場合、確認メールにより確認することができます。その際に、
登録した「メールアドレス」、「カナ氏名」、「生年月日」が必要です。

※「出願登録番号」を忘れた場合で、登録した「メールアドレス」、「カナ氏名」、「生年月日」のいず
れかに誤りがあり、「出願登録番号」を確認できなくなった場合には、京都工芸繊維大学入試課
までご相談ください。
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27．「入学願書・受験票ダウンロード」、「宛名ラベル（大学送付用）ダウン
ロード」をクリックし、それぞれのＰＤＦファイルを保存してください。

※「ダウンロード」をクリックしてからすぐにダウンロードが始まらない場合がありますが、
複数回ダウンロードボタンを押さないようにしてください。

37



28．ダウンロードした「入学願書・受験票」、「宛名ラベル（大学送付用）」を
それぞれ片面で印刷してください。印刷は白黒でもカラーでもかまい
ません。

※印刷された内容に間違いがないかよく確認してください。

38



※本学の個別学力検査等において、選択科目のない日程及び課程に出
願する場合、入学願書と受験票の「選択科目」の欄は、空欄になります。
空欄のまま提出してください。

以下の日程及び課程では、左図の
ように選択科目欄が空欄になります。

【前期日程】
・電子システム工学課程
・情報工学課程
・機械工学課程
・デザイン・建築学課程
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※前期日程と後期日程を併願した場合、入学願書と受験票は前期日程と
後期日程それぞれ印刷されますが、大学送付用宛名ラベルは前期日
程と後期日程共通で１枚印刷されます。

前期日程の出願内容と
後期日程の出願内容が
併記されます。
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29．大学入試センターが発行する「大学入学者選抜に係る大学入学共通
テスト受験票」に付いている「成績請求票」 を貼付欄に貼り付けてくださ
い。 ※前期日程、後期日程の別を確認してください。
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国立推薦型選抜用、国立総合型選抜用を
貼らないように注意してください。



30．「宛名ラベル（大学送付用）」を市販の封筒（角形２号が望ましい）に貼
付し、「入学願書」、「調査書」等を封筒に入れてください。
※受験票は入れないでください。

調査書在中

※必要書類をすべて封入したかチェックしてください。
42



※前期日程と後期日程を併願する場合は、「宛名ラベル（大学送付用）」
を市販の封筒に貼付し、「入学願書【前期日程】」、「入学願書【後期日
程】」、「調査書」２通（前期日程と後期日程それぞれ１通ずつ）を封筒に
入れてください。※前期日程、後期日程別々に送る必要はありません。

調査書在中 調査書在中

※必要書類をすべて封入したか前期日程、後期日程両方の欄に
チェックしてください。 43



※学校推薦型選抜＜一般プログラム＞と併願する場合は、封筒を分けて
送付してください。また「調査書」も、それぞれの封筒に入れてください。

調査書在中
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調査書在中

一般選抜
前期日程

学校推薦型選抜
＜一般プログラム＞

（例）一般選抜の前期日程と学校推薦型選抜＜一般プログラム＞を併願する場合



31．「入学願書」等を入れた封筒を、出願期間の最終日までに郵便局に
持っていき、「書留・速達」郵便で送付してください。
※直接ポストに投函しないでください。

45



以上で出願手続きは完了です。
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インターネット出願Ｑ＆Ａ集
Ｑ１．検定料支払い後、入学願書の内容の誤りに気付いたのですが、どのようにしたらよい

ですか？

Ａ．印刷した入学願書の誤っている箇所に二重線を引き、その上のあいているところに正し
い内容を手書きしてください。なお、入学願書のＰＤＦファイルを直接編集すると修正
箇所がわからなくなるため、ＰＤＦファイルの編集はしないでください。

Ｑ３．出身高校の「課程」、「学科」の選択肢に該当するものがないのですが、近いものを
選択したらよいですか。

Ａ．完全に一致する選択肢がない場合は、必ず「その他」を選択してください。

Ｑ２．「課程」、「学科」の選択肢に志望する課程がありませんが、どれを選択したらよい
ですか？

Ａ．志望する本学の課程ではなく、出身高校の「課程」、「学科」を選択してください。
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インターネット出願Ｑ＆Ａ集
Ｑ４．出願状況をみて、前期日程だけにするか、後期日程だけにするか、前期日程と後期日

程を併願するか決めたいのですが、前期日程と後期日程を別々にインターネット出願
に登録し、別々に出願することは可能ですか？

Ａ．可能です。ただし、検定料の振込手数料がそれぞれに発生します。
なお、メールアドレスは同じもので別々に登録ができますが、出願登録番号は前期日程、
後期日程、それぞれ別に付番されるので間違えずにメモしてください。

Ｑ５．受験番号がわかりません。

Ａ．受験番号は、検定料支払い後に付番され、入学願書の証明写真の下に表示されます。
なお、「Ｋ」で始まる数字は受験番号ではありません。

Ｑ６．入学願書と受験票の「選択科目」の欄が空欄になっていますが、問題ないでしょうか。

Ａ．本学の個別学力検査において、選択科目のない日程及び課程の場合は、空欄になります。
空欄のまま提出してください。
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