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2022年 9月 1日 更新 

入学手続きについては、今後修正が入る可能性が
あります。必ず、手続き前に最新版かどうかご確認く
ださい。 
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１学校からのお願い（必ずお読みください） 

１-１プラスシードの登録について 
 出願・合格発表・手続きをするシステムなので、必ずプラスシードへの登録をお願いします。

（2-1参照） 
 

１-２登録前に確認をしていただくこと 
 プラスシードは中学や高校も合わせて、E-mailアドレスは 1つしか登録できません。出願情報

を確認する際は、2-1 のそれぞれのログイン画面よりログインしてください。 
 兄弟姉妹が中高それぞれにいる場合は、2-3 を参照して、それぞれに登録をしてください。 
 環境依存文字（高と髙や埼と﨑など）はプラスシードの登録の際に利用しないでください。 

１-３事務室受付時間について 
TEL︓03-3371-7103 E-mail: info2@po2.hosen.ac.jp 
平日・土曜日 9:00-16:00 （日曜・祝日・12/26～1/5・1/17は除く） 
 

１-４帰国生で手続される皆様への確認 
１． 世界入試（現地入試・オンライン入試）はいずれか１回のみの出願となります。システム

の仕様上複数出願できてしまいますが、間違って複数出願しても返金等対応はできません。 
２． システムの仕様上、世界入試の出願はクレジット決済のみとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info2@po2.hosen.ac.jp
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２プラスシードへの登録 

２-１プラスシードへの登録 
プラスシード新規登録ページ 
高校受験… https://seed.software/mail_auth?school_code=hosen 
中学受験… https://seed.software/mail_auth?school_code=hosen_jr 
※兄弟姉妹の登録については 2-3 をご確認ください。 
 

 

① メールアドレスを入力し、『利用
規約に同意します』にチェックを入
れ『送信する』を押下してくださ
い。 
 

② メールが送信されるので、各自の
メーラーでご確認ください。 

 

③ メール本文の URL をクリックしま
す。 

 

④ メール認証完了後、本登録のた
め『次へ』を押下してください。 

https://seed.software/mail_auth?school_code=hosen
https://seed.software/mail_auth?school_code=hosen_jr
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⑤ 必要項目を入力し、『登録する』
を押下してください。 

 

 ⑥ 登録完了後、ログインしてくださ
い。 
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２-２ ログインをする 
プラスシードログインページ  
※マイページログインから入ると左上表示（図の①中学か高校か）が正しくない場合があります。
その際は一度ログアウトして、以下の URL よりログインしてください。 
高校受験…https://seed.software/login?school_code=hosen 
中学受験…https://seed.software/login?school_code=hosen_jr 
 

 

① 左上で中学にログインして
いるか、高校にログインして
いるか分かります。 

 

 
 

２-３兄弟姉妹を登録する場合 
以下の方法で登録をすると 1 つのアドレスで登録できますが兄弟姉妹間や中高切り替え時に誤り
が生じる可能性があります。兄弟にそれぞれメールアドレスをつくり、兄弟をそれぞれ個人として登録
すると間違いを起こす可能性が少なくなりますので、方法についてはご検討ください。 

 ① 双子の場合（高校受験の場合
の画面）・・・中学受験の双子
の場合は中学受験で同様のこと
を実施してください。 
2-1 で高校受験生の新規登録
をしたら、2-2 の高校受験ログイ
ン画面よりログインをしてください。 
 
④に中学に兄弟姉妹がいる場
合を掲載しています。 
 
 
 
 
 
 

 

①  

①  

https://seed.software/login?school_code=hosen
https://seed.software/login?school_code=hosen_jr
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② 受験生の追加を押して、2 人目
の登録してください。 

 

③ 受験生の切り替えで、表示した
い受験生を選択してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

④ 中学に兄弟姉妹がいる場合 
1. 2-2 で中学ログインページよ

り、高校で新規登録した同
じアカウントでログインしてく
ださい。 

2. 左上の学校名が中学であ
ることを確認して、②③を行
ってください。 

3. 高校生の受験生を見ると
きは、2-2 の高校ログイン
より、中学の受験生を見る
ときには、一度ログアウトを
してから、2-2 中学ログイン
で確認してください。 

 

③ 

④ 
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３出願 

３-１出願情報の入力 

 

① プラスシードにログインをし
て、①『入試日程一覧』を
押下すると出願可能な入
試日程が表示されます。希
望の入試を押下してくださ
い。 

 

② 入試を選択すると以下のよ
うな画面が出てきます。 
※合格発表日時と入学金
手続き期間については、シ
ステムの仕様上募集要項
と違う場合があります。募
集要項記載の期間が正し
いのでよくご確認ください。 
②の『出願に進む』を押下
すると情報入力画面になり
ますので、必要事項を入力
ください。 

 ③ 受験生写真については、バ
ストアップの写真をアップロ
ードしてください。スマートフ
ォン等で撮影した画像でも
問題ございません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

①  

②  

③  
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④ 検定料の支払いについて
は、クレジットカード・コンビ
ニ・ペイジーを選択できま
す。 

※帰国生入試は準備の都合
上クレジットカードのみとなりま
す。 

 

⑤ クレジットカードの場合は、
必要な情報をいれてくださ
い。 

 ⑥ コンビニ決済の場合 
準備中 

 ⑦ ペイジーの場合 
準備中 

 

⑧ 確認画面になるので、情報
に問題がなければ、チェック
を入れて、『送信する』を押
下してください。 

 

⑨ 左の画面が出れば完了で
す。左メニュー『入試出願
状況』から出願済みの入試
を確認できます。 

 

④  

⑤  

⑧ 
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４合格発表 

４-１合格発表 
 ① ログインしたプラスシードの左メ

ニューで『入試出願状況』ペ
ージを開きます。 

 
 
 
 
 
 

② 出願している試験が表示され
ますので対象の入試を選択し
てください。 

 
 
 
 

 

③ 各試験、合格発表期間に、
『合否を確認する』ボタンが表
示されます。 
 

※試験毎に合否結果をご確認く
ださい。 

①  

② 

③ 
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④ 試験結果（『合格』『不合
格』『補欠合格』）が表示さ
れます。 
 

※補欠合格は中学の 4科・新４
科・公立一貫型適性検査入試
のみで表示されます。補欠合格
の際の手続き方法は、4-2 を参
照してください。 

 
⑤ 『合格』の場合は『入学手続
き』ボタンが表示されます。特
待生の判定については、こち
らを押下して次ページの画面
ご確認ください。 
入学手続きのボタンを押下し
ても手続きをしたことにはなり
ません。 

 
※グローバルコース・AL コースの
合否についても結果の下に表記
されます。 

４-２補欠判定について 
４科入試・新４科入試・公立一貫型適性検査入試をご受験の方には『補欠合格』という判定が
でます。補欠合格判定から合格になる手順は以下のようになります 
【１】 補欠合格であることを確認 4-2①参照 
【２】 すべての入試の結果が出たことを確認 
【３】 以下の日程での手続き意思表示をしていただきます。4-2②参照 
【４】 意思表示をしていただいた、補欠合格者の中より、成績上位者に対して、繰り上げ合

格の連絡をプラスシードに登録したメールアドレスに以下の日程で連絡をします。 
【５】 メールが届いた方は、以下の日程までに手続き(5-1)をお願いします。 
 4科入試・新 4科入試 公立一貫型適性検査入試 
手続き意思表示 2月 5日 16:00 まで 2月 9日 16:00 
繰り上げ合格メール連絡 2月 6日 9:00-12:00 2月 10日 9:00-12:00 
繰り上げ合格手続き締切 2月 6日 16:00 まで 2月 10日 16:00 まで 

 期日を過ぎての連絡や手続きは無効とさせていただきます。 
 期日を過ぎてのお振込み等は返金できませんので、必ず期間内に手続きをしてください 
 繰り上げ合格メールは該当者のみに送付します。12:00 を過ぎても連絡がない場合は繰り上げ合

格の対象ではありません。電話・メール等のお問い合わせはご遠慮ください。 
 2 月 10 日 16:00 以降に欠員が出た場合は、随時ご連絡をいたします。入学を希望される方はプラ

スシードを退会しないようにお願いいたします。 

④ 

④ 

⑤ 
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確認方法は 4-1③までと同じで
す。 
 
① 補欠合格確認したら、入学の
意思がある方は手続きに進ん
でください。 
※入学の意思表示をされた
方の上位合格者に対して、繰
り上げ合格の連絡をしますの
で、補欠判定の出た入試はす
べて意思表示をしてください。 
※入学意思表示をし、繰り上
げ合格になった際は、必ず手
続きをお願いします。 
※意思表示をされない方に
は、繰り上げ合格の連絡はい
きません。 
 

 

② 【入学手続き】を押下してくだ
さい。 
※手続き期間の表示は、シス
テム上の期間となりますので、
意思表示は 4-2 の一覧表を
ご確認ください。 

 

③ をクリックします。 

 

④ 【意思表示あり】にチェックを入
れて、【登録する】を押下しま
す。 
 
※繰り上げ合格者は、4-2①
のステータスが、【合格】となり、
手続きに進めるようになりま
す。期日までに入金手続きを
済ませてください。 

①  

②  

③  

④  
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５入学手続き 

５-１入学手続き 
 ① 『注意事項』をよく

読み、入学手続き
に進む場合は、『入
学手続き』をクリック
してください。 

※特待で合格された試
験がある場合、必ずその
試験でお手続きくださ
い。該当試験の手続期
限までに手続きを行わな
かった場合、特待の資格
は無効となります。 
 

 

  

①  



出願・合格発表・入学手続き マニュアル 

13 

 

５-２入学の手続きとその流れ 
 ② 『入学手続きとその

後の流れ』をご確認
ください。 
 

【入学時納付金納入】 
・納付金納入（特待合格の
方は入学意思についての回
答）をもって入学手続き完
了です。必ず期限内にお手
続きください。 
・帰国生入試で入学を保留
される方は【各種書類作成・
提出】ページの「帰国生入学
保留申請書」を期限内にご
提出ください。支払い等手続
きはしないようお願いします。 
 
【学籍情報の登録】 
・入学手続後（納付金納入
か入学意思についての回
答）登録が可能です。 
 
【各種書類作成、提出】 
・必要書類を印刷、作成し制
服採寸・注文日にご提出くだ
さい。 
・入学手続前から作成可能
です。 
高校入試で手続延期されて
いる方も事前にご準備いただ
けます。 
 
【入学式までの行事】 
・各行事の詳細を必ずご確
認ください。 
・中学の制服採寸は時間予
約が必要です。事前にお手
続きください。 
 

 
 
 

② 
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５-３入学時納付金納入（ファミリー優遇等含む一般合格） 

 

① 『入学時納付金納入』をク
リックしてください。 

 
 
 
 
 

 ② 注意事項をご確認のうえ、
入学金等の納入方法（ク
レジットカード決済・指定
口座への振込）をご選択
ください。 

 
 

※クレジットカード決済の場
合、納入金額に応じた手数料
が表示されます。表示される手
数料をご確認のうえお手続き
にお進みください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②  

①  
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 ③【クレジットカード決済を選
択の場合】 
必要情報を入力のうえ、
『送信する』を押下くださ
い。 
 
 
 
 
 
 
 

決済完了後、本校への入学
確定となります。 
学籍情報の登録や必要書類
作成等にお進みください。 
（必要書類の印刷・作成は
納付金納入前でも可能で
す） 
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④【指定口座への振込選択の
場合】 
注意事項を必ずご確認のう

え、ATM（現金振込不可）
か、インターネットバンキングに
て指定口座へお振込みくださ
い。 
振込後、納入日をご入力のう
え、『送信する』を押下くださ
い。 

 
※入学手続最終日に振込を
行う場合、翌日扱いとならない
ようご注意ください。 
 
※本校で納入の確認がとれ次
第、『入学時納付金納入』ス
テータス完了、また、本校への
入学確定となります。 
学籍情報の登録や必要書類
作成等にお進みください。 
（必要書類の印刷・作成は
納付金納入前でも可能で
す） 
 
※納入が手続き期間内にされ
ていることが必要です。手続き
期間外の振込は入学手続き
として認められません。 

 
 
 
 
 
 

④ 
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５-４入学意思についての回答（特待合格） 
 
 ⑤『入学意思についての回答』

をクリックしてください。 
 
 
 
 

 
 ⑥入学意思について、該当す

る方へチェックをご入力のうえ、
『登録する』を押下してくださ
い。 
 
※『入学する』にチェックを入力
し、ご登録いただくことで『入学
意思についての回答』ステータ
ス完了、また、本校への入学
確定となります。 
学籍情報の登録や必要書類
作成等にお進みください。 
（必要書類の印刷・作成は 
入学意思入力前でも可能で
す） 
 
※一度入力すると変更できま
せんのでご注意ください。 
 
※入学手続後、『特待生申
請書』、『特待生確認書』を作
成のうえ、制服採寸日にご提
出ください。 
『特待生申請書』、『特待生
確認書』は各種書類作成ペー
ジから印刷可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 

⑤ 
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５-５入学手続きの続き・行事等について 
 ① を選択して、『入学手続

きとその後の流れ』の 
画面に戻ります。 
ここからの登録情報をもと
に入学時の情報や入学
後に使用する BLEND
（出欠情報や一斉連絡
用のシステム）への情報
登録を行いますので、必
ずご登録ください。 

 

② 『学籍情報の登録』に進
みます。 

①  

②  
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③ 『学籍情報の登録』画面
で、必要な情報をご入力 
ください。 
すべてを入力し画面一
番下の『登録する』を押
下してください。 
 

※エラーが出ると中学校名
がリセットされます。 
 
※自宅電話番号欄につい
て、自宅固定電話がない方
は保護者携帯番号をご登
録ください。 
 
※保護者連絡先電話番号
は、自宅電話番号欄の番
号と異なる番号をご登録く
ださい。 

 ④ 『個人情報の取扱いに
関する同意確認』を 
ご確認のうえ、同意する 
にチェックいただき、『登録
する』を押下してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③  

④  
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⑤ 『学校ホームページ・学校 
紹介紙面等への掲載同
意確認』をご確認のう
え、同意する、または同
意しないにチェックいただ
き『登録する』を押下して
ください。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑥ 高校共学部のみ 
『芸術選択』で音楽・美
術・書道より１つ選び、
第三志望まで選択し、 
『登録する』を押下してく
ださい。 

 
※それぞれ異なる科目をご
選択ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

⑤  

⑥  
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高校女子部のみ 
『進路志望調査』で進路
先を第二志望まで選択
し、『登録する』を押下し
てください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

⑦ 授業料等振替口座登
録ページの『Web 口座
振替契約受付サービス』 
にて、振替口座をご登録
ください。 

 

 
 

⑦  

⑦  

⑥  
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５-６各種書類の作成、提出 

 

① 『提出書類作成』をク
リックします。 

 

② 授業料等についてご
確認のうえ、必要書類
をダウンロード、印刷、
作成しご提出をお願い
します。 
 

※試験種別、合格区分
等で表示される内容が異
なります。 
 
※書類は制服採寸注文
日にご提出ください。 
高校の制服採寸日は、
3/1 です。当日入学手続
きを行う方は事前に書類
を作成ください。 
 
※『帰国生入学保留申
請書』は入学手続日まで
にご提出ください。 
 
 
 

 
 

①  

②  
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５-７入学式までの行事 

 

③ 入学までの行事についての
連絡事項です。必ず事前
にご確認ください。 
 

※中学の制服採寸注文は時
間予約が必要です。事前に 
内容をご確認のうえ、ご予約く
ださい。 
 
※高校の制服採寸日は 3/1
（東京都公立延納期限
日）です。当日入学手続きを
行う方は、事前に当日の流れ
等、詳細をご確認ください。 
 
 

５-８入学辞退 

 

2023 年 2 月 28 日(火)正午までに入学辞退を申し出た
方には、入学金を除き施設費(120,000 円)を返還いたし
ます。 
入学手続き後に本校への入学を辞退される方は必ずご連
絡ください。 
※入学手続きをされていない方の辞退連絡は不要です。 
※特待で入学手続きを行った方も辞退される際は必ずご
連絡ください。 
 
宝仙学園 中学高等学校 TEL. 03-3371-7103 
（受付時間 9:00～16:00） 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③  
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６こんな時どうするの︖ 

６-１マイページログインから入ったら、高校受験なのに左上の表示が中学校と

表示される︖ 
対応︓マイページログインが自分の受験したカテゴリ（中学・高校）と違う場合があります。この場
合は、一度ログアウトをしていただき、2-2 のログインをするより、各カテゴリのログインページよりお入り
ください。 

６-２中学と高校のそれぞれ受験生がいるときの登録やログインはどうするの︖ 
対応︓例えば︓兄が高校受験で弟が中学受験の場合は、 
1. 兄を 2-1 の高校の新規登録で登録をしてください。 
2. その後、2-3 の兄弟姉妹を登録する方法の、④のように、中学ログイン画面で兄のアカウントで

ログインをしてください。 
3. 左上の表示が中学であることを確認して、メニューの受験生を追加で弟の情報を入れてくださ

い。 
4. 受験生の切り替えに名前は出てきますが、中学でログインしているときは兄の情報をみることは

できません。同様に高校でログインした際には受験生の切り替えで弟の名前はでてきますが、
弟の情報は見ることができません。2-2 のそれぞれのログイン画面で入ると情報が確認できます。
（仕様上面倒をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。） 

６-３エラー表示が出たときは︖ 
対応︓基本的には業者で対応する状況となりますので、エラーの内容や実施した操作（キャプチ
ャがあるとより返事がしやすくなります）を info2@po2.hosen.ac.jp にご連絡ください。 

 

６-４入試出願状況に入試日程が表示されない 
対応︓入試日程が表示されない場合は、以下のような原因があります。 
1. 左上の表示（中学・高校）が、自分が受験した入試になっていない。（ログアウトをして、2-

2 のそれぞれのログインページより入りなおしてください） 

mailto:info2@po2.hosen.ac.jp
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