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6 Web出願の流れ

STEP

1

Web出願サイト▶ https://e-apply.jp/ds/hiroshima-cu/

大学 ▶ ://www.hiroshima-cu.ac.jp/

STEP

2
または、

からアクセス

事前準備

Web出願サイトにアクセス

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなど
を用意してください。 （スマートフォン、タブレットは非推奨）
出願に必要な書類は、発行まで時間を要する場合があり
ます。早めに準備を始め、出願前には必ず手元にある
ようにしておいてください。

調査書 出願書類

事前準備 出願サイトに
アクセス

出願内容の
登録

入学検定料の
支払い

出願
完了

マイページの
登録

必要書類の
郵送

受験票の
印刷

STEP 7STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6

画面の手順に従って、必要事項を入力してマイページ登録を行ってください。
なお、マイページの登録がお済みの方は、STEP４に進んでください。

②メールアドレスの登録を行って
　　　　　　　　　　  を
　クリックしてください。

④登録したメールアドレスに
初期パスワードと
本登録用URLが届きます。

マイページの登録

③ユーザー登録画面から
　　　　　　　  を

クリックしてください。

⑤ログイン画面から
登録したメールアドレスと④で
届いた『初期パスワード』にて

　　　　　　  を
クリックしてください。

⑥初期パスワードの変更を
行ってください。

⑧個人情報を確認して
　　　　　　　　  を

クリックしてください。

⑦表示された個人情報を入力して
　　　　　　を

クリックしてください。

仮登録メールを送信

この内容で登録する次へ

①初めて登録する方は
　　　　　　  から

　ログインしてください。
※＠e-apply.jpのドメインからのメール
　を受信できるように設定してください。

マイページ登録 ログインページへ

ログイン
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⑨登録完了となります。
　　　　　 　を

クリックしてください。

⑩上記ページが表示されたら
マイページ登録は完了です。

※出願受付中の場合のみ、　　　　　　　　　　 　 ボタンをクリックすると出願手続に進めます。
登録期間外の場合は、これより先に進めませんので　　　　　　　  ボタンをおしてください。

出願手続きを行う
ログアウト

マイページへ

申込登録完了後は、登録内容の修正・変更ができませんので誤入力のないよう注意してください。ただし、入学検定料支払い前であれば正しい出願
内容で再登録することで、実質的な修正が可能です。
※「入学検定料の支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので注意してください。

出願内容の登録

画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。

申込登録完了後に確認メールが送信されます。メールを受信制限している場合は、送信元（@e-apply.jp）からのメール受信を
許可してください。　※確認メールが迷惑フォルダなどに振り分けられる場合がありますので、注意してください。

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスストア」又は「ペイジー対応銀行ATM」を選択された方は、支払い方法の
選択後に表示されるお支払いに必要な番号を控えたうえ、通知された「お支払い期限」内にコンビニエンスストア又は
ペイジー対応銀行ATMにてお支払いください。

受付番号（12桁）メモ

④個人情報（氏名・住所等）

②写真のアップロード①試験方式等
テストメール送信を行い、登録アドレ
スにテストメール受信の確認後、メー
ルアドレス下の【メール確認済】の
チェック□を入れてください。

③テスト送信メールの確認

受付番号（12桁）は必ず控えてください。
出願情報を確認する場合と、出願書
類を出力する際に必要になります。

⑤申込登録完了
●コンビニエンスストア
●ペイジー対応銀行ATM
●ネットバンキング ●クレジットカード

⑥入学検定料の支払い方法

（＊）
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入学検定料の支払い

セブン-イレブン ローソン
ミニストップ ファミリーマート セイコーマート Pay-easy

利用ATM
デイリーヤマザキ
ヤマザキデイリーストアー

1 クレジットカードでの支払い
出願内容の登録時に選択し、支払いができます。
【ご利用可能なクレジットカード】
VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、MUFGカード、DCカード、UFJカード、NICOSカード

出願登録時に支払い完了 Webで手続き完了

3 コンビニエンスストアでの支払い 4 ペイジー対応銀行ATMでの支払い

●レジで支払い可能

コンビニエンスストア

●店頭端末を利用して支払い可能

Loppi

Loppi ペイジー対応銀行ATM店頭レジ店頭レジ

出願内容の登録後に表示されるお支払いに必要な番号を控えて、
コンビニエンスストアでお支払いください。

出願内容の登録後に表示される
お支払いに必要な番号を控えて、
ペイジー対応銀行ATMにて画面の
指示に従って操作のうえお支払い
ください。

2 ネットバンキングでの支払い
出願内容の登録後、ご利用画面からそのまま各金融
機関のページへ遷移しますので、画面の指示に
従って操作し、お支払いください。

※決済する口座がネットバンキング契約されていることが必要です

※利用可能な銀行は「支払い方法選択」画面で確認してください。

店頭レジ

レジで検定料を現金で支払う※

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、
検定料を現金で支払う※

申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて
支払ってください。

取扱明細書兼領収書を必ず受け取る領収書（レシート形式）を必ず受け取る

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する場合、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

ご利用明細書を
必ず受け取る

支払い内容確認

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「税金・料金払い
込み」などを選択

レジで
「インターネット代金
支払い」と伝える

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

収納機関番号
「58021」
を入力

「現金」「キャッシュ
カード」を選択し
支払う※

レジで検定料を
現金で支払う※

3 銀行ATM4

各コンビニ端末画面・ATMの画面表示に従って必要な情報を入力し、
内容を確認してから入学検定料を支払ってください。

「オンライン決済番号
（11桁）」を伝える

「払込票番号
（13桁）」を伝える

レジで
「オンライン決済」と

伝える

「各種番号をお持ち
の方」を選択

「お客様番号
（11桁）」入力

「マルチペイメント
サービス」を選択

「確認番号（6桁）」
入力

支払い内容確認

「確認番号（6桁）」
入力

「お客様番号
（11桁）」入力

支払い内容確認

ATM

検定料のお支払いには期限があります。

マルチコピー機

マルチコピー機

「代金支払い/チャージ
（コンビニでお支払い
Payment/Charge）」

を選択
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※出願受理した入学検定料・出願書類は一切返却しません。

出願はWeb出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、出願書類を郵送して完了となります。
登録が完了しても出願書類の提出期限に書類が届かなければ出願を受理できませんので注意してくださ
い。

出願書類の印刷と郵送

〈出願完了〉

出願時の
注意点

広島市立大学  アドミッションセンター  行
〒731-3194　広島県広島市安佐南区大塚東三丁目4-1送付先

受験票の印刷

「Web志願票」の印刷方法

登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。

出願登録、入学検定料の支払後にダウンロードできる書類を全て印刷し、出願書類を郵便局窓口から
「書留・速達郵便」で出願期間内に到着するように郵送してください。 

出願書類の郵送先は宛名シートに自動で印字されます。
出願書類提出用宛名シート

市販の角形2号封筒（24㎝×33.2㎝）
封筒に貼り付けて作成

＜出願締切日＞
月 日（ ） 【午後5時まで】

※出願締切日2023年2月3日（金）当日の消印有効

受験票

STEP

7

⑴ マイページに表示された 　　　　　　　 の
ボタンをクリックしてください。

⑵  お支払いが正常に完了すると
    のボタンがクリックできる

ようになりWeb志願票の出力ができます。

志願票（印刷）

志願票（印刷）
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⑸ 学生寮

広島市立大学には，学生寮「もみじ」と国際学生寮「さくら」という 2つの寮があります。

いずれも大学敷地内にあり，隣り合っていますが，設置目的や入寮条件，居室や使用料が異なります。概要

は下表のとおりです。詳しくは，広島市立大学ウェブサイトをご覧ください。 

項 目 学生寮「もみじ」 国際学生寮「さくら」 

設置目的・

入寮条件等 

○自宅通学が困難な学生のための寮（近隣区

域に自宅がある学生は不可）

○民間アパート等への入居が経済的に困難

な学生を優先して入寮許可

○障害があるなど特別の事情がある学生に

ついては，自宅の所在地や経済状況にかか

わらず入寮許可

○日本人学生と外国人留学生とが共同生活

を行うことで，対人関係の構築や多様性を

受入れ共感する力に優れたタフでグロー

バルな視野を持つ人材を育成する寮

○国際交流や留学生との共同生活に対する

関心・意欲の高い学生に入寮許可（自宅の

所在地や経済状況は問わない）

居室等 ○約 11㎡の個室（ベッド，机・椅子，戸棚） 

○風呂，トイレ，洗面所，洗濯室，補食室（簡

易調理場）は共同

○6人定員のユニットで日本人学生と外国

人留学生とが共同生活

○ユニットは約 7.5㎡の個室（ベッド，机・

椅子，戸棚）と約 45 ㎡の共用部分（ラウ

ンジ，シャワー，トイレ，洗面所，洗濯機，

キッチン）で構成

収容定員 96 人 

【内訳】男子 48人，女子 48 人 

96 人 

【内訳】 

日本人学生 48人，外国人留学生 48人 

※人数配分は申込状況により調整

募集人員 男子 20人程度，女子 20人程度 日本人学生：男女合わせて 30 人程度 

外国人留学生：10 月時点の入寮者状況によ

り翌年 4 月の募集人員を決定 

入寮期間 入寮時から 2年間 入寮時から 1年間 

（役職寮生になった場合は 1 年延長あり） 

使用料 月額 5,900円 

（光熱水費，清掃料等は別途実費を徴収） 

月額 2万円 

（光熱水費，清掃料等は別途実費を徴収） 

入寮申請方

法・入寮募

集期間・選

考 

入寮申請方法：申込書類を本学ウェブサイト

からダウンロード（12月上旬公表）のうえ，

必要事項を記入し，事務局学生支援室へ提出 

入寮募集期間：1月下旬から 2月中旬予定 

選考：申込書類により入寮者を選考 

入寮申請方法：申込書類を本学ウェブサイト

からダウンロード（12 月上旬公表）のうえ，

必要事項を記入し，事務局学生支援室へ提出 

入寮募集期間：1月下旬から 2月中旬予定 

選考：申込書類により入寮者を選考 

入寮許可 一般選抜前期日程及び後期日程の合格発表

と同時に特別選抜も含め，入寮許可・不許可

の連絡 

一般選抜前期日程及び後期日程の合格発表

と同時に特別選抜も含め，入寮許可・不許可

の連絡 

【広島市立大学ウェブサイトの学生寮情報】 

広島市立大学ウェブサイト（https://www.hiroshima-cu.ac.jp/） 

トップページ > キャンパスライフ > 生活支援 > 学生寮・アパート情報提供

※直接リンク URL（右の QRコードを読み取ってアクセスできます）

http://www.hiroshima-cu.ac.jp/campuslife/category0005/content0007/
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広島市立大学への問い合わせ先等 

〇本学のウェブサイトアドレス 

  https://www.hiroshima-cu.ac.jp/ 

〇本学「Web 出願サイト」のアドレス 

  https://e-apply.jp/ds/hiroshima-cu/ 

〇入学者選抜等 

アドミッションセンター

℡：０８２－８３０－１５０３

E-mail：nyushi@m.hiroshima-cu.ac.jp

電話による問い合わせには，平日９：００～１７：００

（ただし，土曜日・日曜日・祝日・大学休業日・年末年始（12月 29日～1月 3日）を除く）

（日本語のみ）

※やむを得ない場合を除き志願者本人が問い合わせてください。

Web 出願サイトの操作方法・入学検定料支払方法に関する問い合わせ先 

株式会社ディスコ「学び・教育」サポートセンター 

℡：０１２０－２０２－０７９ 

（平日１０：００～１８：００／土・日・祝日・年末年始を除く ※出願期間中は２４時間対応） 

（日本語のみ） 

E-mail：cvs-web@disc.co.jp

（日本語・英語対応可）

※入試に関する質問についてはお答えできません。
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