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出願日程 出願受付期間※１ 書類提出期限※２ 

前期日程 
平成３１年１月２８日（月）～ 

平成３１年２月 ６日（水） 
平成３１年２月６日（水）１7 時必着 

後期日程 
平成３１年１月２８日（月）～ 

平成３１年２月 ６日（水） 
平成３１年２月６日（水）１7 時必着 

※１ Ｗｅｂ出願システムの登録期間を示し，最終日（２月６日）の１５時までとする。 

※２ 出願書類の提出期限を示し，本学に１７時必着とする。 
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○Web 出願サイトに登録しただけでは出願にはなりません。 

「出願登録」 

→「入学検定料（＋郵送料）の支払い」 

→「入学志願票の作成・ダウンロード・プリントアウト（大学入試センター成績請

求票等の貼付），調査書，出願書類チェックリストの同封」 

→「出願書類の送付」 

 

○出願の前に学生募集要項および本冊子の掲載内容を必ず確認ください。この冊子 

 14 頁にＷｅｂ出願のＱ＆Ａがありますので，お問い合わせの前にご覧ください。 

平成３１年度 東京医科歯科大学 一般入試 

Ｗｅｂ出願手順マニュアル 
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１．Ｗｅｂ出願を始める前の事前準備 

Ｗｅｂ出願を始める前に以下の点を確認・準備してください。 

   （一般入試の出願登録・書類の郵送は，前期日程，後期日程それぞれ別に行ってくだ

さ   い。また，調査書等もそれぞれに必要となります。） 

 

   ﾁｪｯｸ欄 

パソコンの確認 

       パソコンからインターネットを通じて出願情報の登録を行います。 

       スマートフォン，タブレット端末，携帯電話では利用できない可能性があり 

ます。下記の推奨環境を満たすパソコンを用意してください。 

       また，自宅にパソコンがない場合でも，公共施設等のパソコンのインターネ 

ット環境を利用するなどの方法で出願可能です。（下記の推奨環境を満たす

パソコンが利用できるか確認してください。） 

 

 

 

 

 

 

【推奨環境】 

 

▼ブラウザのバージョン 

【Windows】 

Internet Explorer 11，Google Chrome，Mozilla Firefox， 

Microsoft Edge  

【Macintosh】 

Safari，Google Chrome，Mozilla Firefox 

 

※画面サイズは 1024 ﾋﾟｸｾﾙ以上をお勧めします。 

※それぞれお使いの環境に合わせた最新バージョンをご使用ください。 

 

▼ブラウザの設定 

  •JavaScript を有効にする。 

•Cookie を有効にする。 

 

▼その他必要なソフトウェア条件 

入力済みの出願書類を PDF のフォーマットで確認する場合は、Adobe 

Reader 11.0 以上をお勧めします。 

性において Ad b  R d  11 0 以上をお勧めします  
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印刷できる環境の確認 

       入学志願票（Ｗｅｂ出願用）等の PDF ファイルを印刷するために，印刷で

きる環境が必要です。 

また，自宅にプリンターがない場合は，公共施設等の印刷できる環境（白黒

でも可）を確認してください。 

 

 

       メールアドレスの準備 

      登録するメールアドレスは，ログイン時の ID として利用するだけでなく， 

出 願 に 関 す る 重 要 な お 知 ら せ が 配 信 さ れ る た め

【@tmdu.comappjapan.com】からのメールを受け取れるようにあらか

じめ設定してください。 

また，メールアドレスを持っていない場合は，フリーメールアドレスを取得

してください。 

 

 

顔写真及び必要書類の準備 

      Ｗｅｂ出願では顔写真のデータを登録していただきますので，下記を満たす 

顔写真データを事前にご準備ください。（写真店等で撮影したものでなくて 

も構いませんが，以下の条件を満たさない場合，再登録をしていただく場合 

があります。） 

 

 

 

      また，調査書，センター試験成績請求票等の必要書類も準備をしておいてく

ださい。 

必要書類の詳細については，募集要項を必ず確認してください。 

 

 

○カラー・白黒問いません。 

○出願前３か月以内に撮影した本人の写真であること。 

○本人のみが写っているもの。 

○正面を向き，上半身，無帽，無背景であること（顔に影がないもの） 

○目元輪郭を隠していないこと。 

○ピントが合っていて，鮮明であること。 

○画像に加工を施していないこと。（極端な加工は不可） 

○ファイルサイズ等･････ファイル形式：JPEG，ファイルサイズ：10MB

以内，縦：320 ﾋﾟｸｾﾙ，横：240 ﾋﾟｸｾﾙ以上 
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入学検定料決済方法の確認 

      クレジットカード（VISA，MasterCard），コンビニエンスストア，Pay₋easy

（Pay₋easy が利用可能な金融機関 ATM 及びインターネットバンキング）

を利用できます。 

       事前に保護者の方と決済方法を確認してください。クレジットカードで支 

払う場合は，カードをお手元にご準備ください。 

 

 

封筒の準備 

      出願用として［角形２号封筒（横 24 ㎝×縦 33.2 ㎝）］の市販封筒が必要

です。 

       なお，「前期日程」，「後期日程」の両方に出願する場合は，それぞれの日程

用の封筒を用意してください。 

 

 

出願書類の郵送 

      Web 出願システムから宛名票をＡ４サイズでカラー印刷（白黒でも可）し，

角形２号封筒に貼り付けてください。万が一，郵送中に宛名票が破損したと

きのために，封筒裏面にもあなたの住所・氏名を記載してください。 

入学志願票・センター試験成績請求票・調査書等を前述の宛名票が貼られた

封筒に入れ，本学入試課へ書留・速達で郵送してください。 
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２．Ｗｅｂ出願の操作手順 ※画面はイメージであり，実際の画面と異なる場合があります。 

手順１ 東京医科歯科大学ホームページにアクセス                  

    東京医科歯科大学ホームページ URL http://www.tmd.ac.jp/ 

 

 

 
 

 

 

「Web 出願」のバナーをクリックすると，

Web 出願についてのページに移行します 

「Web 出願サイト」をクリックすると，

ログイン画面に移行します 

http://www.tmd.ac.jp/
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手順２ ユーザー登録・ログイン                          

  「東京医科歯科大学Ｗｅｂ出願」のユーザー登録・ログイン画面が表示されます。 

 

 

手順３ ユーザー登録及び出願登録                         

  ①「利用規約」画面 

 

 

利用規約を読み，同意にチェックを入れ，

「次へ」のボタンをクリック 

平成 31 年 1 月 28 日 10 時～平成 31 年 2 月 6 日 15 時 

平成 31 年 1 月 28 日 10 時～平成 31 年 2 月 6 日 15 時 

「はじめて，Ｗｅｂ出願サイトを利用

される方」はこちらをクリック 

→ 手順３へ 
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  ②メールアドレス登録画面 

 

③仮登録完了画面 

 

④配信されたメールの画面 

 

メールアドレス（以後ログインのためのＩD となります。）を入力し， 

「次へ」のボタンをクリック 

※ドメイン指定をしている場合は，@tmdu.comappjapan.com 

 からのメールが受信できるように設定してください。 

記載されている URL をクリック 

 

登録したアドレスに，メールが送信されます。 
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  ⑤パスワード登録画面 

 

 

   ⑥パスワード登録完了 

 

 

⑦Ｗｅｂ出願トップ画面（ログイン後） 

 

 

 

これでユーザー登録は完了です。 

ログインボタンをクリックすると， 

ログイン画面に移行します。 

ここで登録したログイン ID もしくは， 

メールアドレスがログイン ID となります。 

平成 31 年 1 月 28 日 10 時～平成 31 年 2 月 6 日 15 時 

前期日程，後期日程を

選択してください。 

平成 31 年 1 月 28 日 10 時～平成 31 年 2 月 6 日 15 時 
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手順４ 出願情報の入力                              

①基本情報入力画面 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

JAPAN e-Portfolio に登録している方は， 

ここから基本情報の一部を連携することが

できます。 

既に，前期日程あるいは後期日程に出願し， 

基本情報を登録している場合は， 

その内容を一部コピーすることができます。 

「送信する」をクリックすると，基本情報入力画面に，

JAPAN e-Portfolio に登録された情報の一部が反映 

されます。 

※正しく反映されているか，必ず確認してください。 
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  ②写真データのアップロード 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑤志望学部等の選択 

 
 

 

ここから写真のファイルを選択し，

アップロードしてください。 

※画面上で切り取り・回転などの操

作ができます。 

自分の志望する学部・学科・専攻を

ここで選択します。 

1 月 28 日(月)～2 月 06 日(水) 
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  ⑥JAPAN e-Portfolio 出願コードの取得（登録している方のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAPAN e-Portfolio を登録していない方， 

「学びのデータ」の提出を希望しない方は， 

「次へ」のボタンをクリック 

ここに出願コードが反映されてい

るか確認し， 

「次へ」のボタンをクリック 

送信したいデータを 

選択してください。 



 

12 

手順５ 入学検定料の支払い                              

 

 

手順６ 入学志願票等の印刷                              
A４サイズで「入学志願票」，「出願書類チェックリスト」，「宛名票」の PDF ファイル

を印刷（白黒も可）してください。これらの書類には，入力した情報が出力されますの

で，間違いがないか確認してください。 

なお，出力した志願票に，大学入試センター試験成績請求票を必ず貼付してください。 

 

手順７ 出願書類の郵送                               
  手順１～手順６が全て完了し，郵送書類が全て揃ったら「出願書類チェックリスト」の

チェック欄で出願書類を確認して，封入し，書留速達で送付してください。なお，郵送

中に「宛名票」が破損したときのために，封筒裏面にあなたの住所・氏名を必ず記載し

てください。 

  なお，郵送は，前期日程，後期日程それぞれ別に行ってください。 

 

 

 

 

 

支払い方法を選択し，支払い手続に進んで

ください。（13 頁【3. 入学検定料＋郵送

料支払い方法】を参照） 
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３．入学検定料＋郵送料 支払い方法 

入学検定料＋郵送料の支払い方法については，クレジットカード（VISA・Master），コ

ンビニエンスストア，Pay₋easy 利用の銀行決済対象の金融機関※が利用できます。 

なお，入学検定料支払時に，Ｗｅｂ出願システム利用料（５００円）が別途かかります。 

支払方法／取扱金融機関 手続等 備考 

クレジットカード 

・VISA 

・MasterCard 

支払方法は一括払のみです。 志願者本人の名義でな

くても差し支えありま

せん。 

コンビニエンスストア 

 ・セブンイレブン 

レジで「オンライン決済」と伝

え，現金支払 

決済データの反映は，

数時間程度かかること

があります。  ・ローソン 

 ・ミニストップ 

「Loppi」で手続後，レジで現

金支払 

 ・ファミリーマート 「Fami ポート」で手続後，レ

ジで現金支払 

 ・デイリーヤマザキ 

 ・ヤマザキデイリーストア 

レジで「オンライン決済」と伝

え，現金支払 

 ・セイコーマート 「クラブステーション」で手続

後，レジで現金支払 

Pay₋easy（ペイジー） 

・金融機関 ATM 

 

 

 

 

取 扱 で き る 金 融 機 関 の

Pay₋easy ロゴが付いている

ATM で支払うことができま

す。コンビニ窓口・コンビニ

ATM では使えません。 

ATM で「税金・料金払込み」

又は「Pay₋easy」を選択し，手

続を行ってください。 

取扱い金融機関一覧※

を参考にしてくださ

い。 

 ・インターネットバンキン

グ 

 

 

 

 

インターネットバンキングは

事前に対象金融機関への登録

が必要です。インターネットバ

ンキングにログイン後，「税金・

料金払込み」又は「Pay₋easy」

を選択し，手続を行ってくださ

い。 

志願者本人の名義でな

くても差し支えありま

せん。 

 

（注）Pay₋easy の対象金融機関は，以下のサイトでご確認ください。 

http://www.veritrans.co.jp/payment/bank/list.html 

（注）金融機関については，各自で確認の上，入学検定料を振込ください。 

http://www.veritrans.co.jp/payment/bank/list.html
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４．その他 

  第１段階選抜の結果，不合格となった者（医学科・歯学科）に対して，出願の際に徴収

した入学検定料 17,000 円のうち 13,000 円を返還します。Ｗｅｂ出願から返金請求書

をダウンロードして，郵送にて収入管理係宛てに送付してください。 

  なお，該当者には，第１段階選抜の結果とともに，返還手続きの詳細について，連絡し 

ます。 

 

 

 

５．Ｗｅｂ出願Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ パソコンではなく，タブレットやスマートフォンからの出願はできますか。 

 

Ａ１ タブレット端末，スマートフォン，携帯電話では利用出来ない可能性がありますの

で，パソコンからインターネットを通じて出願を行ってください。なお，下記の環境

を満たすパソコンをご用意ください。 

 

【奨励ブラウザ】 

○Windows 

Internet Explorer 11，Google Chrome，Mozilla Firefox，Microsoft Edge  

○Macintosh 

Safari，Google Chrome，Mozilla Firefox 

※それぞれお使いの環境に合わせた最新バージョンをご使用ください。 

※画面サイズは 1024 ピクセル以上推奨です。 

 

【ブラウザ設定の確認】 

•JavaScript を有効にする。 

•Cookie を有効にする。 
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【その他必要なソフトウェア条件】 

入力済みの出願書類を PDF のフォーマットで確認する場合は、Adobe Reader 

11.0 以上をお勧めします。 

PDF ファイルを閲覧するには、他の pdf 閲覧プログラムでも可能ですが、互換

性において、Adobe Reader 11.0 以上をお勧めします。 

 

Ｑ２ コンビニエンスストアなどのプリンターを利用することはできますか。 

 

Ａ２ できます。ただし，店舗やサービスによっては有料になる場合がありますのでご注

意ください。詳しくは，各店舗・サービス会社にお問い合わせください。 

 

Ｑ３ ●●高校に通っていますが，出願資格はどれを入力すればよいでしょうか。 

 

Ａ３  自分がどの出願資格に当てはまるか，判断が付かない場合は，東京医科歯科大学

統合教育機構入試課学部入試係へお問い合わせください。 

 

Ｑ４ ●●高校に通っていますが，高校名を検索しても出てきません。 

 

Ａ４  入力した高校名と，リストの高校名が異なる場合があります。高校名を頭文字だ

け入力して検索し直してみてください。それでも出てこない場合は，東京医科歯科

大学統合教育機構入試課学部入試係へお問い合わせください。 

 

Ｑ５ ２月に転居するのですが，願書は新しい住所で記入する必要がありますか。 

 

Ａ５  登録住所に，第 1 段階選抜結果・面接試験についての案内等（前期日程：２月

１３日，後期日程：２月２８日発送），最終合格通知（前期日程：３月８日，後期

日程：３月２０日発送）を送付しますので，合格発表以降の住所を記載してくださ

い。 

    なお，第 1 段階選抜結果の送付先と最終合否結果の送付先が異なる場合，及び

転居先の住所が不明な場合は，東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係

へお問い合わせください。また，郵便局で転居先への転送手続を行ってください。 

 

Ｑ６ 志願票（願書）の「現住所」欄に，塾や予備校の住所を入力してもよいでしょう

か。 

 

Ａ６ 合格通知書等を受け取ることが可能な住所を入力してください。 

 

 



 

16 

Ｑ７ 出願登録の時に，誤った内容を入力してしまいました。修正することはできます

か。 

 

Ａ７  出願登録した内容については，自分で修正することはできません。入学検定料の

支払い前であれば，初めから出願登録をやり直すことができます。入学検定料のお

支払い後の場合は，東京医科歯科大学統合教育機構入試課学部入試係へお問い合

わせください。 

 

Ｑ８ 「ＪＩＳ第２水準までの文字を入力してください。」というエラーが表示され 

  て，出願登録ができないのですが。 

 

Ａ８   例えば，人名に用いられる「髙（はしごだか）」や「﨑」などの漢字を入力する

とそのようなエラーが表示されます。恐れ入りますが，代替の漢字（例：「髙」→

「高」，「﨑」→「崎」）を入力してください。なお，代替の漢字がない場合はカタ

カナを入力してください。 

 

Ｑ９ 自分のクレジットカードは持っていないのですが。 

 

Ａ９  志願者本人の名義でなくても差し支えありません。 

 

Ｑ10 インターネットが途中で切れたり，エラーが発生したりした場合はどうすれば 

   良いですか。 

 

Ａ10  「ここまで保存」をしていればそこからの作業は可能ですが，していない場合

は入力していた内容は消えてしまいますので再入力が必要です。繰り返しエラー

になる場合は，「コールセンター」にお問い合わせください。 

 

Ｑ11 Ｗｅｂ出願の操作方法について聞きたい場合は，どこに質問すればよいですか。 

 

Ａ11  Ｗｅｂ出願の操作方法・支払方法等に関するお問い合わせは，コールセンター

を開設しますので，お電話にてお問い合わせください。 

 

Ｑ12 インターネットでの合格発表はありますか。 

 

Ａ12  本学の湯島地区６号館前の掲示板に合格者の受験番号を公表しますが，受験者

の便宜を考慮し，補助的手段として本学ホームページに合格者の受験番号を掲載

します。Web 出願サイト上では行いませんのでご注意ください。 

    なお，合格者には，電子郵便（レタックス）により「合格通知書」を送付します。 
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６．お問い合わせ 

 

● Ｗｅｂ出願の操作方法・支払方法等に関するお問い合わせ 

 

【コールセンター】 

○電 話 番 号：０５０－３７８６－８０９９ 

○オープン日時：２０１９／１／２８（月） ９：３０ 

○クローズ日時：２０１９／２／２８（木）１７：００ 

※土曜・日曜・祝休日を除く。ただし，２／２（土）・３（日）は受け付けます。 

 

● その他，出願資格・出願書類等に関するお問い合わせ 

 

 

 

  

 

【東京医科歯科大学 統合教育機構 入試課 学部入試係】 

○Ｍａｉｌ：nyu-gakubu-02.adm@tmd.ac.jp 

○Ｆ Ａ Ｘ：０３－５８０３－０１０６ 

mailto:nyu-gakubu-02.adm@tmd.ac.jp

