
名古屋工業大学

インターネット出願
登録の手順案内

Internet Application 
Registration Process Guide

【工学部 私費外国人留学生特別選抜】
Day Course / Examination for Privately-Financed International Students

注：使用している画像はイメージ図であり、実際の画面・レイアウトと異なることがあります。



【インターネット出願サイトへ入る】How to get to the Internet Application site

1.名古屋工業大学HPの「インターネット出願案内」のバナーをクリックする。 2.「インターネット出願について」をクリックする。

3.「インターネット出願登録サイトへ」をクリックする。
4.「出願手続き」をクリックする。

※実際のWeb上の画面と若干異なる場合があります。

Finally

画面の
下方へ
移動

Move to the 

lower part of 

the screen.



STEP.1 試験区分の選択，志望学科の選択
Selection of examination system, and department

②

本入試ではこちらの入学検定料免除は関係あ
りませんので、いいえを選択の上「②次へ」
をクリックしてください。
There is no exemption of the examination fee at the 

examination for privately-financed international 
students. Please choose “いいえ” and click “②次へ”.

④

Finally

①

③



STEP.2-1 個人情報の入力（基本情報）
Input of personal information (basic information)

西暦で入力してください。

Enter your birth year in the Christian calender.

【入力のルール】Rules for input

姓(FAMIRY)：全て大文字
Enter all in capital letters

名(FIRST) ：１文字目のみ大文字、
後は小文字
Enter only the first letter

in capital letters

(MIDDLE) ：１文字目のみ大文字、
後は小文字
Enter only the first letter

in capital letters



STEP.2-2 個人情報の入力（本人の受信場所）
Input of personal information (Address for sending results) 郵便番号から住所を表示させられます。

You can display the address from the postal code.

メールの受信確認を必ず行ってくださ
い！また，受験案内をこのメールアド
レスに送りますので，@nitech.ac.jpか
らのメールが受信できるよう設定して
ください！

Please be sure to click here, confirm whether 

you can receive the mail, and set up to receive 

emails from @nitech.ac.jp because test 

instructions will be e-mailed to the e-mail 

address.

住所から郵便番号を表示させられます。

You can display postal codes from your address.

Important！

御器所町字木市29番地

番地，マンション団地等まで忘れずに
入力してください！

Please do not forget to enter your address, 

apartment and room number!

MEIKOGARDEN101号



STEP.2-3 個人情報の入力（その他連絡先（父母等・国内））
Input of personal information (Name and Address of Contact Person in Japan (Parents, Relatives, and friends, etc))

郵便番号から住所を表示させることがで
きます。

You can display the address from the postal code.

住所から郵便番号を表示させることがで
きます。

You can display the postal code from the address.

番地，マンション団地等まで忘れずに入
力してください！

Please do not forget to enter your address, 

apartment and room number!

必ず日本国内の住所（日本語学校、日本在住の
友人も可）を記載してください。

Make sure to enter the address in Japan.

(The Japanese language school you are attending and 

your friend living in Japan is acceptable.)



STEP.2-4 個人情報の入力
（海外住所，英字住所（その他連絡先、父母等・国内））
Input of personal information
(Your present address (for overseas residents)・Address of Contact Person in Japan)

海外在住の方は，この欄に英語で
住所・郵便番号を入力してください。

If you live abroad, please enter your address and 

postal code in this field in English.

該当欄に日本語で入力できない場合は
こちらに英語で入力してください。

If you can not enter the address in Japanese, please enter 

them here in English.



STEP.2-5 個人情報の入力（出身学校，出身国）
Input of personal information (Your Graduation School, Nationality) 

出身高校名を記入してください。

Please enter your high school name which you 

graduated or which you expect to graduate.

在留資格を入力してください。
日本に住んでいない人は「なし」と記入して
ください。

Please enter your status of residence.
If you are not living in Japan, Please enter 「なし」.

国籍を選択してください。選択肢にない場合は
その他を選択してください。

Please choose your nationality. If your nationality is not 

on the choice, please select “Others”.



STEP.2-6 個人情報の入力
（小学校から高等学校卒業後自宅学習または予備校での学習、研究生期間等現在までの履歴）
Input of personal information (The period from Elementary school to the present, including home schooling, cramming 
school and research student after high school graduation)

数字のみの入力です。

Please enter only numbers. 

小学校から現在に至るまでの経歴を，期間が
途切れないように，漏れなく記載してくださ
い。

Please describe your academic background from 

elementary school to the present status without the 

blank period.



STEP.2-7 個人情報の入力（職歴）
Input of personal information (Employment History)

職歴がある場合は，期間が途切れないよ
うに，漏れなく記載してください。

If you have employment history, please describe 

it without blank period.



STEP.2-8 個人情報の入力（その他）
Input of personal information (Others)

いずれかにチェックをしてください。

Please choose either of two.

Finally



STEP.3 入力内容の確認 Confirmation of input information

入力した内容に誤りが無いかを確認してく
ださい。

Please check whether there are no mistakes in your 

input information.

誤りが無ければ，画面下方にある「次へ」
をクリックしてください。
If there are no mistakes, please click “次へ" at lower 

side of the screen.

20XX年XX月XX日(X)

Finally



STEP.4 お支払い方法確認
Confirmation of the way of the payment 

支払い方法を確認してください。
※この画面では支払いは行いません。

Please check payment method.
※ You cannot pay examination fee on this screen.

支払い期日および，支払い金額を確認
してください。

Please check payment deadline and payment amount.

「20XX/XX/XX 00:00」までにお支払いください。

確認ができたら，最後に「登録」をクリックしてく
ださい。
登録内容を記載したメールが，登録したメールアド
レス宛に送信されます。
After confirmation, please click “登録" at the end.

A mail with registered contents will be sent to your registered

e-mail address.

「登録」を押すと，登録した情報は
修正ができなくなります！
修正がある場合は「戻る」をクリックしてください。
After you press “登録", registered information can not be corrected!

Please click “戻る" when you need to correct the information.

Finally



N1234567

1234

STEP.5 出願手続き（全体の流れ）
(Application procedure (Flow))

STEP.5-1

STEP.5-2

写真のアップロードはこのボタンから行います。

To upload photos, please click this button.

STEP.5-3

整理番号とセキュリティコードは，登録と同時に届
くメールにも記載されています。
申込確認画面にログインする際に使用します。

The reference number and security code are also included in the 

e-mail that arrives when you register.

It is used to login to the application confirmation screen.

STEP.5-3

検定料の入金と，写真のアップロードが
完了すると印刷できるようになります。

You will be able to print it after the payment of the 

examination fee and upload of photo are completed.

STEP.7



STEP.5-1 出願手続き（検定料支払い番号の取得）セブンイレブンの場合
How to get the payment number of examination fee – when you use Seven-Eleven convenience store

支払い情報をメモしたらこの画面を閉じて，「整理番号」等が記載されていた
ページへ戻ります。

Please write down your payment information, close the tab, and get back to the page which shows 

your “reference number” and so on.

20**/**/** **:**:**

1234567890

払込票番号:1234567890
＊＊,＊＊＊円

17,700



STEP.5-2 出願手続き（証明写真アップロード）1/2
Application procedure (Upload of photo)

出願情報登録時に届いたメールに記載さ
れている情報を入力してください。

Please enter the information written on the e-mail 

which you receiverd after application information 

registration. 

次のページへ続きます。

Continue to next page.

画面の下の方にあります。

The button is on the bottom of the screen.

20XX/XX/XX

20XX/XX/XX 入金日 20XX/XX/XX 
XX:XX



STEP.5-2 出願手続き（証明写真アップロード）2/2
Application procedure (Upload of photos)

この枠は，マウスで左クリックをし
たまま動かすと移動させることがで
きます。

This frame can be moved while the left click 

with the mouse.

写真の大きさや向き
を調整できます。

Use the buttons to adjust 

the size of photo. 

内容を確認して，チェックボックスにチェックします。

Click the checkbox after checking the contents.

「申し込み一覧に戻る」をクリックして完了です。
Finally, please click “申し込み一覧に戻る”.

写真を登録します。

Click the button and choose the photo.



STEP.5-3 必要書類の印刷 Printing of the necessary documents 1/2

次のページへ続きます。

Continue to next page.

画面の
下方へ
移動

この部分を表示させます。

Please look at the part.

Move to the 

lower part of 

the screen.



STEP.5-3 必要書類の印刷 Printing of the necessary documents 2/2

①

すべての書類が印刷で
きるか確認します。

Confirm that all documents 

can be printed.

すべて印刷できたら，
必要書類の印刷は完了です。

Once you have printed all, printing of 

the necessary documents is complete.

②

①

②

令和ＸＸ年度



STEP.6 出願情報登録の完了
Finishing the registration of application information

「終了する」をクリックして，
出願情報の登録は完了です。
Clicking “終了する", registration of 

application information is completed.

確認後に，チェックを入れてください。

Please click the checkbox after checking.

When the examination admission ticket download period described in the NITech website 

comes, "Examination Admission Ticket" can be downloaded from the Application List. 

Please print "Examination Admission Ticket" and bring it to NITech in the examination day.

Finally



STEP.7 受験票の印刷 Printing of the admission examination ticket

1.「インターネット出願登録サイトへ」のバナーに入る

募集要項に記載の期日からボ
タンが押せるようになり，印

刷することができます。

2.必要情報を入力して「次へ」をクリック

【見本】

4.「受験票」をクリックして印刷する。
拡大！

Expande!

XXXXXXXXX

②

①

You can now press the button from the date 

stated in the Admissions Guide and you can 

print the examination admission ticket.

変化!!

XXXXXXXXX

XXXX年度


