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【連絡先：０２９７－８３－８１１１（代）】

※受験上の諸注意及び悪天候時の対応については，本校HPに掲載いたします。

　　　別日に受験機会を確保します。

　⑤ インフルエンザ等の感染症についても，同様に対応します。

帰国子女入試  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特待制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特別な制度について　/　合格判定の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インターネット出願について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　② 試験会場では手指消毒の実施と試験の休憩時間の換気にご協力ください。

　③ 試験会場では受験生同士の机の距離を離して試験を実施します。

　④ 発熱・風邪症状等がある場合は，すみやかにご連絡・ご相談ください。

　① 試験当日は朝の検温を実施し，マスクを着用してください。

納付金 / 高等学校等就学支援金 / 入学金軽減について・・・・・・・・・

◇　もくじ　◇
募集人員・試験日程・評定加点例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

推薦入試 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一般入試　兼　学力特待選考・特別進学コース選考 ・・・・・・・・・・・・・・

併願推薦型入試　兼　学力特待選考・特別進学コース選考 ・・・・・・・・

個人情報の取り扱いについて

　② 入学試験に係る在籍中学校へ文書発送

　③ 入学手続後の書類やお知らせ等の送付

インターネット登録による出願となります。
https://www.torideseitoku.ed.jp/

出願にあたり，以下のものを事前に準備してください。

◎　インターネットに接続できるパソコン，スマートフォン，タブレット端末など

◎　インターネット登録に必要なメールアドレス

※　出願については，募集要項Ｐ‐９をご参照ください。

願書受付や登録手続きにあたりご記入いただいた個人情報は厳重に管理し，

下記の目的以外に利用することはありません。

◎　「入学願書」等を印刷するための環境（プリンター等）

　① 入学試験に係る志願者登録および選考

新型コロナウイルス等への対応について
本校は入学試験の実施に際し，新型コロナウイルス感染拡大の防止対策に努め，

受験生の受験機会を確保いたします。



【一般入試　・　併願推薦型入試　兼　学力特待選考・特別進学コース選考　：　２０２１年　１月１６日（土）】

　◇ピアノ  ◇声楽  ◇管楽器  ◇弦楽器  ◇打楽器  ◇電子オルガン  ◇作曲  ◇箏曲

　・本校卒業生，在校生の姉妹など　【附属女子高校（松戸校）を含む】

　・本校卒業生の子女
同窓会

共通

特別活動

学習面

生活面
１点

２点

１点

１点

２点

１点

１点

１点

　　８：３０

　　８：３０　～　８：５０

普

通

科

学科

吹奏楽

駅伝

探究型

　　９：００　～　９：５０

１点

　集合完了

　１０：１０　～１１：００ 面接

　日程説明　・　諸注意　・　受験生アンケート記入

　　９：００　～

　　９：００　～

面接

英語・国語・数学（１科目選択）

その他

　・ガールスカウトの経験者など

　・書道有段者

学科

　　９：００　～　９：５０ 英語

　１１：２０　～１２：１０

面接終了後　　実技

　　９：００　～１０：００

　１０：２０　～１１：００

面接

全日制　第１学年女子　７０名

　・中学校在学中，関東大会以上に出場

　・武道全般の有段者

　・中学校在学中，ボランティア活動を経験

　・中学校在学中，生徒会役員を経験

　・中学３年間，同一部活動を継続

　・中学３年間精勤（欠席・遅刻・早退　合計５日以内）

　・中学３年間皆勤（欠席・遅刻・早退なし）

　・英検，漢検，数検のうち４級が２つ以上

　・各種検定３級

　・各種検定準２級以上

　・中学校在学中，県大会出場

　※ 音楽科は，以下の８つの専攻から１つを選択

音楽科　１０名

普通科　６０名　（特別進学コース・総合進学コース）

面接

小論文

【推薦入試　：　２０２１年　１月　９日（土）】

音
楽
科

　　９：００　～

面接終了後　実技

面接

普
通
科

実技

昼食

数学

国語

英語

　１３：００　～

　１０：１０　～１１：００

　１１：２０　～１２：１０

　　９：００　～　９：５０

【推薦入試　：　２０２１年　１月９日（土）】

１点

音
楽
科

【一般入試　・　併願推薦型入試　兼　学力特待選考・特別進学コース選考　：　２０２１年　１月１６日（土）】

　１０：１０　～１１：００ 国語

数学

１点

２点

１点

２点

１点

　・中学校在学中，学級委員長・副委員長を経験

　・中学校在学中，部活動部長・副部長を経験

１点

１点

募集人員について

出願基準の評定加点例

試験日程
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郵送

窓口

　学科

　探究型入試

　駅伝入試

　吹奏楽入試

試験日 　２０２１年　１月　９日（土）　８：３０集合　【会場：聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校】

出願受付

　※ インターネット登録による出願となります。

　２０２０年１２月　９日（水）～１２月２４日（木）　必着

　２０２０年１２月　９日（水）・１２月１０日（木）　９：００～１６：００

　④　音楽科は上記に加え事前の実技調査の結果，良好と認められた者。

出願資格

志願区分

　　　 続けようという意思のある者。

　⑥　吹奏楽入試は，中学校または中等教育学校で吹奏楽コンクールに出場し，入学後吹奏楽部に所属し活動を

        活動を続けようという意思のある者。

　⑤　駅伝入試は，中学校または中等教育学校で中体連主催の大会に長距離で出場し，入学後駅伝部に所属し

　①　２０２１年３月に中学校を卒業見込みで，本校を第１志望とし，学業・人物ともに優秀で

　　　［普通科　特別進学コース］　　　　　  ５科２０以上（加点２点まで）

　　　または，加点ポイントを加算することにより以下の基準を超えること。

　　　在籍する中学校長が推薦する者。

受 験 料

　※　受験票は入試当日に持参してください。

　　　　　　　　　（茨城県以外 ： 公立高等学校調査書様式）

　④　調査書　（茨城県 ： 私学協会統一書式または茨城県立高等学校調査書様式）

　③　受験曲目申込書（音楽科のみ）　※ HPよりダウンロードできます。

出願書類

　⑤　加点制度申請用紙　※ HPよりダウンロードできます。（加点制度を利用しない場合，提出は不要です。）

　　　［普通科　総合進学コース・音楽科］  ５科１５以上（加点２点まで），もしくは９科２７以上（加点４点まで）

　　　※ 加点ポイントはP‐1の評定加点例を参照。（出願時，加点制度申請用紙を提出してください。）

　②　推薦書　※ HPよりダウンロードできます。

　①　入学願書

　※ １回の受験料で学力特待選考，および特別進学コース選考（総合進学コース合格者に限る）を受験できます。

　普通科 ２０，０００円 　　音楽科 ２４，０００円

【音楽科】 　面接　＋　実技

試験科目

　③　３年次の５教科５段階評定合計，もしくは９教科５段階評定合計が以下の基準を超えていること。

　②　中学校３年間（３年次１０月まで）の欠席日数の合計が原則３０日以内の者。

合格発表

入学手続

　２０２１年　１月１３日（水）　Web発表　１５：００～

　合否結果通知を在籍中学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

　２０２１年　１月１４日（木）～２３日（土）　９：００～１６：００　 ※　日曜日・祝祭日を除く。 土曜日は１５：００まで。

　　  (１回の受験料で学力特待選考入試を受験できます。）

　　  ただし，上記の入学手続期限までに書面手続を行った上で，１月１６日（土）の「学力特待選考」を受験すること。

　※ 学力特待希望者は，入学手続時納付金の支払は２月６日(土)まで猶予する。

【普通科】

　英語　・　国語　・　数学　（記述式）　から１科目選択　＋　面接

　小論文　課題　『現在，あなたが興味を持っていること』　＋　面接

　書類選考　＋　面接

　楽器演奏　＋　面接

推薦入試 ［単願］
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窓口

試験日 　２０２１年 １月１６日（土）　８：３０集合　【会場：聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校】

試験科目

出願受付

　※ インターネット登録による出願となります。

　２０２０年１２月　９日（水）～１２月２４日（木）　必着

　２０２０年１２月　９日（水）・１２月１０日（木）　９：００～１６：００

出願書類

音楽科 　英語　・　国語　・　数学　（記述式）　＋　実技

　④　加点制度申請用紙　※ HPよりダウンロードできます。（加点制度を利用しない場合，提出は不要です。）

　①　２０２１年３月に中学校を卒業見込の者，または中学校もしくは，これに準ずる学校を卒業した者。

　②　【単願】は本校を第１志望とする者，【併願】は第２志望以下の者。

　③　音楽科は上記に加え事前の実技調査の結果，良好と認められた者。

　④　出願の目安は下記の通りです。

　［普通科　特別進学コース］ 【単願】 ５科１９以上（加点２点まで）

　［普通科　総合進学コース・音楽科］ 【単願】 ５科１４以上（加点２点まで）,  もしくは９科２６以上（加点４点まで）

　【単願】　２０２１年　１月２２日（金）～２０２１年　２月　６日（土）　　９：００～１６：００　※土曜日は１５：００まで

　【併願】　２０２１年　１月２２日（金）～公立高校合格発表日翌日まで　　※日曜日・祝祭日を除く

　［単願切替］２０２１年　２月　６日（土）　※ 学力特待区分繰上制度ならびに合格保留制度適用期限

　出願の目安は，３年次の５教科５段階評定合計，もしくは９教科５段階評定合計が以下の数値とする。

　２０２１年　１月２１日（木）　Web発表　１５：００～

　※ 普通科は当日の結果により，学力特待 ⇒ 特別進学コース ⇒ 総合進学コースの順に合否判定を行います。

　合否結果通知を在籍中学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

　学力特待選考受験者には学力特待選考結果通知を同封

出願資格

志願区分

合格発表

出願の目安

入学手続

受  験  料

　①　入学願書

　　　　　　　　　（茨城県以外 ： 公立高等学校調査書様式）

　普通科 ２０，０００円 　　音楽科 ２４，０００円

普通科 　英語　・　国語　・　数学　（記述式）

　※　受験票は入試当日に持参してください。

　②　受験曲目申込書（音楽科のみ）　※ HPよりダウンロードできます。

　※ 加点ポイントはP‐1の評定加点例を参照。（出願時，加点制度申請用紙を提出してください。）

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  　 【併願】 ５科１６以上，もしくは９科２９以上（それぞれ加点２点まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【併願】 ５科２１以上（加点２点まで）

　③　調査書　（茨城県 ： 私学協会統一書式または茨城県立高等学校調査書様式）

　※ 音楽科を受験する場合は，レッスンシリーズまたは音楽講習会への参加を推奨します。

一般入試 【単願・併願】

兼 学力特待選考・特別進学コース選考
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窓口

試験科目

　２０２０年１２月　９日（水）～１２月２４日（木）　必着

　２０２０年１２月　９日（水）・１２月１０日（木）　９：００～１６：００

　⑤　加点制度申請用紙　※ HPよりダウンロードできます。（加点制度を利用しない場合，提出は不要です。）

　①　入学願書

　③　受験曲目申込書（音楽科のみ）　※ HPよりダウンロードできます。

　②　推薦書　※ HPよりダウンロードできます。

出願資格

志願区分

　⑤　音楽科は上記に加え事前の実技調査の結果，良好と認められた者。

　　　在籍する中学校長が推薦する者。

　　　［普通科　特別進学コース］　　　　　  ５科２１以上（加点２点まで）

　　　［普通科　総合進学コース・音楽科］ ５科１６以上（加点２点まで），もしくは９科２９以上（加点２点まで）

　　　※ 加点ポイントはP‐1の評定加点例を参照。（出願時，加点制度申請用紙を提出してください。）

　③　中学校３年間（３年次１０月まで）の欠席日数の合計が原則３０日以内の者。

　④　３年次の５教科５段階評定合計，もしくは９教科５段階評定合計が以下の基準を超えていること。

　　　または，加点ポイントを加算することにより以下の基準を超えること。

試験日 　２０２１年 １月１６日（土）　８：３０集合　【会場：聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校】

入学手続

　※　受験票は入試当日に持参してください。

普通科 　英語　・　国語　・　数学　（記述式）

　①　２０２１年３月に中学校を卒業見込みで，在籍校所在地が併願推薦を認めた地域であること。

　②　公立高校を第１志望とし，本校を第２志望とする者で，学業・人物ともに優秀で

出願受付

　※ インターネット登録による出願となります。

　学力特待選考受験者には学力特待選考結果通知を同封

音楽科 　英語　・　国語　・　数学　（記述式）　＋　実技

合格発表

　２０２１年　１月２１日（木） 　Web発表　１５：００～

　※ 普通科は当日の結果により，学力特待 ⇒ 特別進学コース ⇒ 総合進学コースの順に合否判定を行います。

出願書類

受  験  料

　合否結果通知を在籍中学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

　２０２１年　１月２２日（金）～公立高校合格発表日翌日まで　※日曜日・祝祭日を除く。 土曜日は１５：００まで。

 ［単願切替］　２０２１年　２月　６日（土）　※ 学力特待区分繰上制度ならびに合格保留制度適用期限

　④　調査書　（公立高等学校調査書様式）

　普通科 ２０，０００円 　　音楽科 ２４，０００円

併願推薦型入試 （県外受験生対象）

兼 学力特待選考・特別進学コース選考
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窓口

　合否結果通知を在籍中学校に送付（合格者には入学手続関係書類を同封）

　※ 普通科は当日の結果により，特別進学コース ⇒ 総合進学コースの順に合否判定を行います。

試験科目
　　英語　（記述式）

　　　  ８：３０ 　集合完了

　　面接

　　数学　（記述式）

　　国語　（記述式）

　　　　　　　　　（茨城県以外 ： 公立高等学校調査書様式）

　※　受験票は入試当日に持参してください。

　［単願切替］２０２１年　２月　６日（土）　※ 単願切り替え制度ならびに合格保留制度適用期限

②

合格発表

学　科

時間割 ①

　※１ ①か②を選択。　※２ 音楽科を受験する場合，面接終了後，実技試験。

　　９：００　～　９：５０

　１０：１０　～１１：００

　１１：２０　～１２：１０

　　８：３０　～　８：５０ 　日程説明　・　諸注意　・　受験生アンケート記入

　　作文　（課題は当日発表）

　　面接

　２０２１年　１月２１日（木）

出願受付

　※ インターネット登録による出願となります。

　【単願】　２０２１年　１月２２日（金）～２０２１年　２月　６日（土）　　９：００～１６：００　※土曜日は１５：００まで

　【併願】　２０２１年　１月２２日（金）～公立高校合格発表日翌日まで　　※日曜日・祝祭日を除く

　①　２０２１年３月に中学校を卒業見込の者，または中学校もしくは，これに準ずる学校を卒業した者。
　　　（現地校からの出願の場合は同等の資格を有する者）

　　【単願】は本校を第１志望とする者，【併願】は第２志望以下の者。

　②　通算して１年以上海外の学校に在籍した者。

　③　帰国後３年以内の者。

試験日 　２０２１年 １月１６日（土）　８：３０集合　【会場：聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校】

　２０２０年１２月　９日（水）・１２月１０日（木）　９：００～１６：００

出願書類

　①　入学願書

　②　受験曲目申込書（音楽科のみ）　※ HPよりダウンロードできます。

　③　調査書　（茨城県 ： 私学協会統一書式または茨城県立高等学校調査書様式）

　※音楽科を受験する場合は，レッスンシリーズまたは音楽講習会への参加を推奨します。

　２０２０年１２月　９日（水）～１２月２４日（木）　必着

　⑤　加点制度申請用紙　※ HPよりダウンロードできます。（加点制度を利用しない場合，提出は不要です。）

　④　出願の目安は下記の通りです。

出願の目安

　出願の目安は，３年次の５教科５段階評定合計，もしくは９教科５段階評定合計が以下の数値とする。

　［普通科　特別進学コース］ 【単願】 ５科１９以上（加点２点まで）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【併願】 ５科２１以上（加点２点まで）

　［普通科　総合進学コース・音楽科］ 【単願】 ５科１４以上（加点２点まで）,  もしくは９科２６以上（加点４点まで）

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　  　 【併願】 ５科１６以上，もしくは９科２９以上（それぞれ加点２点まで）

　※ 加点ポイントはP‐1の評定加点例を参照。（出願時，加点制度申請用紙を提出してください。）

入学手続

出願資格
志願区分

受  験  料 　普通科 ２０，０００円 　　音楽科 ２４，０００円

　④　海外在留証明書

帰国子女入試 ［単願・併願］
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　　　《重要》　特待Aの継続については以下の①～③の条件を満たすこと。

　※ 特待生については，優遇する額を奨学金として給付するものとします。なお，就学支援金等の公的支援制度に

　　  よる支援を受ける場合は，その支給額を除いた額を給付するものとします。

実技特待（音楽）
Ａ

音楽科　（全専攻）

本校を第１志望とし，学習成績が所定の基準を満たす者

競技大会など活動実績

種　　　別
学力特待
Ａ・Ｂ・Ｃ

実技特待（スポーツ）
Ａ・Ｂ・Ｃ

対　　　象

納付金
優遇内容（額）

選考方法 学力特待選考試験結果

全学科　・　コース　・　専攻

学力特待選考試験受験者

　　　　①欠席日数・遅刻回数・早退回数の合計が年間で１５を超えないこと。

　　　　②生活指導上の問題がないこと。

　　　　③次の各特待継続選考基準（学習成績・競技実績など）をそれぞれ満たすこと。

　　　☆学力特待継続選考基準

　　　　進研模試（総合学力テスト・年３回実施）で国・英・数の偏差値が全国偏差値５８．０を年２回超えることもしくは，

　　　　国・英・数３科目のうち２科目の全国偏差値がそれぞれ６５．０を年２回超えること。

　　　☆実技特待継続選考基準

　　　　スポーツ：次の①，②の条件をどちらも満たすこと。

　　　　　②次の音楽コンクールで入賞するなど，顕著な成績をあげていること。   

　　　　　　☆ショパン国際ピアノコンクール in Asia　　☆全日本学生音楽コンクール

　　　　　　☆日本クラシック音楽コンクール　　　　　　 ☆ピティナ・コンペティション

　　　　　①学習成績（５段階評定）の全科平均が３．０以上。

　　　　　②競技成績は個人競技県大会ベスト８以上，または団体競技ベスト１６以上。

　　　　音　　 楽：音楽科に在籍し，入学以降に専攻の変更がなく，次の①または②の条件を満たすこと。

　　　　　①学年末評点が専攻実技において８５点以上で，専攻実技を含む音楽専門科目の平均点が８０点以上。

　※音楽科を受験する場合は，レッスンシリーズまたは音楽講

普通科　（全コース）

　Ｃ…　入学金

　Ｂ…　入学金・施設設備費　《入学手続時納入分》 　

　Ａ…　入学金・授業料(年額)・設備維持費(年額)・空調費(年額)　

（普通科230,000円　・　音楽科340,000円）

（普通科275,000円　・　音楽科385,000円）

（普通科737,600円　・　音楽科919,600円）

特待制度について
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【普通科】 【音楽科】

※３科目での合格基準に満たない場合

 ③ 合格保留制度

 ② コース切替制度

 ① 学力特待区分
   　繰上制度

　単願に切り替えた場合『合格』とする制度。対象者には中学校を通じて通知する。

　単願受験生の合格点相当を満たす受験者には「合格保留」とし，２０２１年２月６日（土）までに

　『一般入学試験』･『併願推薦型入学試験』における併願受験生のうち，合格点に達しない場合でも

　※ 希望者は入学手続き時に本校へ申し出ること。

　希望により「普通科総合進学コース」を選択して入学手続きできる制度。

　『一般入学試験』および『併願推薦型入学試験』における普通科特別進学コース合格者は，

　「学力特待Ｃ」が「学力特待Ｂ」に繰り上がる制度。

　２０２１年２月６日（土）までに単願に切り替えて入学手続きした場合，「学力特待Ｂ」が「学力特待Ａ」に

　『一般入学試験』･『併願推薦型入学試験』における併願受験生の学力特待Ｂ･Ｃ合格者を対象として，

Step １

Step ２

Step ３

Step ４

特別な制度について

一般入試・併願推薦入試

学力特待判定

特別進学コース 合格判定

総合進学コース 合格判定

高得点２科目で

総合進学コース合格判定

学力特待判定

音楽科 合格判定

高得点２科目で

音楽科合格判定
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楽器維持費 － 5,500円

卒業記念品費 1,500円 1,500円

 　　【注１】 　加算月に修学旅行費，校外学習などが加算されます。

 　　【注２】 　一定の基準を満たしている場合，月額9,900円～33,000円の就学支援金を受給することができます。

就学支援金 ▲9,900円 ▲9,900円

※その他（給食費） 10,000円 10,000円

4,300円

生徒会費 8,000円 8,000円 調理実習費 －

後援会費 69,200円 69,200円 教養費 2,700円

2,000円

1,500円

生徒保険料 1,900円 1,900円 図書館整備費 2,000円

副教材費 45,000円 45,000円 保健費 1,500円

45,000円 45,000円 実験実習費 2,700円

2,000円

入学金 230,000円 340,000円 授業料 23,500円 28,500円

月

額

納

付

金

2,700円

教育行事費 29,000円 29,000円 設備維持費 18,800円 19,800円

施設設備費

普通科 音楽科 普通科 音楽科

入

学

時

納

付

金

合計 428,100円 538,100円 合計 42,800円 57,900円

〈内訳〉 〈内訳〉

　　　　　　　　　　　令和２年度　（参考）

　　　　　　　　　　　『入学金軽減制度』により，入学後に入学金の一部を軽減いたします。申請は入学後になります。

年収の目安

　　　　　　　　　　　一定の基準を満たした場合，就学支援金を受給し，授業料に充当することができます。

　　　　　　　　　　　令和２年度の基準額　（参考）

保護者等の所得判定基準（※１） 就学支援金支給額　（月額）

350万円～590万円未満

保護者等の道府県民税・
市町村民税の所得割額の合計

85,500円以上257,500円未満 48,000円

590万円未満 154,500円未満

年収の目安

350万円未満 85,500円未満

軽減限度額

33,000円（上限）

96,000円

910万円未満 304,200円未満 9,900円

　　　　　　　　　　　（※１）［式］（市町村民税の）課税標準額×６％－（市町村民税の）調整控除の額

高等学校等就学支援金について

入学金軽減について

納付金について（令和２年度）
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　ご自宅またはコンビニエンスストアのサービス等をご利用して印刷してください（A４サイズ）。

4 　志願者情報，出願入試日程等を入力してください。

　・　インターネット登録による出願となります。

　・　平日・土日・祝日２４時間自宅で出願手続ができます。

　・　各種クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）でお支払ができます。

　※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

出願手続の流れ

1

2 　パソコン　・　スマートフォン　・　タブレット端末をご利用ください。

3
　メールアドレスをIDとして登録してください。

　なお，緊急時にもすぐにご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

　https://www.torideseitoku.ed.jp/

5
　受験料の支払いは，クレジットカード，コンビニエンスストア，金融機関ATM（ペイジー）を

　ご利用ください。なお，お支払には別途手数料がかかります。

6
　受験料のお支払い完了後，出願サイトから願書・受験票の印刷ができます。

　・　インターネット出願システムの操作に関するご不明な点は，サポートサンター（２４時間対応)にお問合せください。

　・　サポートセンターの連絡先は，出願サイト画面下部に表示されます。

7
　出願書類を本校宛に期限内に郵送または事務室窓口にご提出ください。

　※受験票は試験当日まで手元で保管してください。

8 　受験票をご持参ください。

インターネット出願手続のお問合せ

インターネット出願について

本校ホームページ

出願サイト

出願情報入力

受験料支払方法選択

願書・受験票印刷

出願書類の郵送

入試当日

ID（メールアドレス）登録

※mirai compass 出願サイトQRコード ⇒
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お問い合わせ

https://www.torideseitoku.ed.jp/

mirai compass 
出願サイトQRコード ⇒




