
日本獣医生命科学大学
■詳細は日本獣医生命科学大学ホームページへ！

検 索日本獣医生命科学大学 http:s//www.nvlu.ac.jp/

願書に手書きで記入すること
なく、Web出願ページから
簡単に出願できます。

Weｂ出願ページの画面を選
択することで出願できます。
入力内容は自動でチェックさ
れますので、記入漏れがあり
ません。入学検定料も自動計
算できます。

入学検定料はクレジットカー
ド・コンビニエンスストア・
銀行ＡＴＭ（Pay-easy）で
支払が可能です。出願期間中
はいつでもどこでも出願可能
です。
※出願締切日のWeb出願受
付時間は入学者選抜要項でご
確認ください。



必要書類の準備

調査書や顔写真等必要書類がそろっているか確認してください。

必要書類※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。
※必要書類…調査書、写真（正面上半身脱帽、背景なし、縦4×横3cm）など

STEP
1

Web出願サイトへアクセス

以下のURLからWeb出願サイトへアクセスしてください。

大学ホームページからアクセス https://www.nvlu.ac.jp/
Web出願サイトへ直接アクセス https://e-apply.jp/ds/nvlu/

Web出願サイトトップページにある「マイページ登録」のボタンをクリックしてください。
マイページの登録がお済みの方は、「ログイン」してSTEP4に進んでください。

STEP
2

Web出願環境の確認事前準備

パソコン
（インターネット接続済）

プリンター
（A4サイズが印刷できるもの）

PCメールアドレス
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調査書

http://www.nvlu.ac.jp/
https://e-apply.jp/ds/nvlu/


マイページの登録
STEP

3

１．メールアドレスで仮登録する。

※画面の手順や留意事項を必ず確認してください。

２．ログインする。

画面の指示に従って、新しいパスワードを設定してください。

ログイン画面に移動し、手順１で登録したメールアドレスと
送られてきた仮パスワードを入力して、ログインしてください。

登録開始：2022年9月26日（月）～
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登録したメールアドレス宛に
仮パスワードが届きます。

３．本登録する。

今後すべてのWeb出願時に必要
なパスワードとなりますので、
必ずメモ等で控えてください。



マイページの登録
STEP

3
4．志願者情報を登録する。

3

※こちらの登録内容が、Web出願時に志願者情報として登録されますので、
入力誤りにはご注意ください。
また、マイページ登録後、Web出願までに情報の変更がございましたら、
必ず出願前にマイページで最新の情報に変更後、Web出願手続きをしてください。

次へボタンを押すと、入力内容の確認画面に
移行するので、内容確認の上、本登録完了。



出願内容の登録
STEP

4

１．試験区分を選択する。

※画面の手順や留意事項を必ず確認してください。
※出願内容の登録完了後の変更は一切できませんので、入力した内容を十分に確認してください。

出願可能な試験区分がすべて表示されます。出願する試験区分を選択してください。
全ての試験区分で併願が可能です。Web出願に際しての注意事項をお読みいただき、
確認欄のチェックボックスに☑すると、『次へ』ボタンが表示されます。

登録期間：出願期間開始日10:00から
出願締切日23:00まで

マイページにログイン後、
出願される方はこちらから。

※画面イメージは2022年度入学者選抜の内容です。

※同時期に出願可能な試験区分は1度の申し込みで複数選択することができます。
複数試験区分で併願を検討している場合は、必ず希望するすべての試験区分/学科を選択して
ください。
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出願内容の登録
STEP

4

２．出願する学科を選択する。

１で選択した試験区分ごとに、出願する学科を選択してください。

5

共通テストの成績を利用す
る試験区分については、共
通テスト成績請求票の番号
を再度確認の上、入力して
ください。

科目は必須科目以外の選択科目
のみ表示されますので、選択し
てください。
※必要科目は入学者選抜要項を
ご確認ください。



出願内容の登録
STEP

4

6

※一般選抜（第１回・３回）の独自試験方式において、獣医学科を含む併願受験をする場合は、
獣医学科以外の学科における合否判定での利用を希望する科目（数学or理科【生物・化学】）
を必ず選択してください。
獣医学科以外の学科では、選択した内容（英語【必須科目】＆数学 or理科【生物or化学】）で
合否判定を行います。

①獣医学科単願 ②獣医学科以外の学科の単願

③獣医学科を含まない併願

※上記の３つの場合は、未選択のまま、次へボタンを押して次ページに遷移できます。

未選択の場合は、エラーに
なります。
理科は上部で選択している
科目を使用します。



出願内容の登録
STEP

4

① 画面の手順や留意事項を必ず確認してください。
② 画面に従って出願内容の選択、必要事項を入力してください。
※出願内容の登録完了後の変更は一切できませんので、入力した内容を十分に確認し
てください。
※操作等のお問い合わせについては、 学び・教育サポートセンターhttps://e-
apply.jp/e/nvlu/ を確認してください。
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３．登録済み個人情報の確認後、学校情報を登録する。

※必ず登録情報が最新のもので間違いないか
確認してください。このページで入力内容
を変更することも可能です。

高校名の頭文字（ひらがなや漢字）
を入力して、検索してください。

http://e-apply.jp/e/nvlu/


出願内容の登録

STEP
4

※出願登録完了後、支払完了後に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。
※メールが迷惑メール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。
※出願内容の誤りに気づいた場合は、入学検定料を納入せずにもう一度STEP4からやり直して

ください。

5．申込登録完了
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4．志望理由・高校時代の活動等を入力する。（※一般選抜・共通テスト利用選抜のみ）

※一般選抜および共通テスト利用選抜においては、出願書類「調査書」に加え、Web出願の際に
受験生本人が志望動機や高校時代の主たる活動等について、入力することを出願要件とします。

なお、入力内容は、調査書の記載内容とともに、合否ラインで志願者が同点で並んだ場合の合
否判定に利用します。また、入学後の学習指導上の参考資料としても活用します。

※Web出願手続き中にこのボタンを押すと途中保存することができます。
志望理由等は、スムーズに入力できるようテキストファイルに保存しておくなど、

事前に準備することをおすすめします。

両項目、１文字以上400文字以内
で入力してください（入力すると、
文字数は自動で計算されます。）

１．本学に興味を持ったきっかけ
や志望理由について入力してくだ
さい。（400字以内）

２．現在までに主体的に取り組ん
できた学習活動、研究活動、資
格・検定取得、クラブ活動、委員
会活動、ボランティア活動等や入
学後に主体的に取り組んでいきた
いことについて入力してください。
（400字以内）



入学検定料の支払い
STEP

5

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。

入学検定料の支払い方法で「コンビニエンスス
トア」または「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「２．支払情報をメ
モする。」のメモ欄に控えた上、通知された
「お支払い期限」内にコンビニエンスストアま
たはペイジー対応銀行ATMにてお支払いくだ
さい。

１．入学検定料の支払方法を選択する。

●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

セブン-イレブンの場合

払込票番号
メモ（13桁）

ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、
ペイジー対応銀行ATMの場合

デイリーヤマザキ、セイコーマートの場合

オンライン決済
番号メモ（11桁）

お客様番号
メモ（11桁）

確認番号
メモ（6桁）

収納機関番号
（5桁）

5 8 0 2 1
※収納機関番号は、ペイジーで
お支払いの際に必要となります。

２．支払番号をメモする。

！

以下の方法で入学検定料を納入してください。
※入学検定料の他に1,050円（一律）の払込手数料が別途必要です。
※いったん受理した入学検定料は一切返却しません。
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納入期間： Web出願期間最終日まで
※営業時間はコンビニエンスストアやATM等、施設によって
異なります。



３．入学検定料を支払う。

１ クレジットカードでの支払い

［出願登録時に支払完了］

２ ネットバンキングでの支払い

［Webで手続き完了］

３ コンビニエンスストアでの支払い ペイジー対応銀行ATMでの支払い４

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。

３ コンビニエンスストア ４ 銀行ATM
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必要書類の印刷と郵送
STEP

6
Web出願サイトのマイページに表示された「志願票（印刷）」のボタンをクリックして、
書類を印刷してください。

【印刷に関する注意事項】
・ページサイズ処理は「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷してください。
・Web出願票や写真票等は必ずA4用紙に片面印刷にしてください。

印刷したWeb出願票等を整え、他の提出書類と併せて郵便局窓口から「簡易書留・速達」で郵
送してください。

【書類提出に関する注意事項】
・書類は市販の角２封筒を利用し、印刷した「宛名シート」を貼り付けて期限までに送付して

ください。
・書類提出はWeb出願期間の（原則）翌日までに必着としています。書類が届かない場合は受

験できませんので注意してください。
・いったん受理した入学検定料・出願書類は一切返却しません。
※1度のWeb出願につき調査書は1通必要です。
※既に別試験区分で出願した方も、再度Web出願する場合は調査書が1通必要です。

受験票の印刷
STEP

7
本学で出願を確認後、ダウンロード開始予定日時以降にWeb出願サイトよりダウンロードで
きる状態になりますので、試験日前日までに必ず印刷し、出願内容に誤りがないか確認の上、
試験当日必ず持参してください。（郵送はいたしません。）

※受験票のダウンロードが可能になりましたら、出願時に登録したアドレスへメールで通知
し、本学ホームページにおいても掲載します。

※メールの確認ができない場合は、マイページから受験票のダウンロードが可能です。

【印刷に関する注意事項】
・ページサイズ処理は「実際のサイズ」にチェックを入れて印刷してください。
・Web出願票や写真票等は必ずA4用紙に片面印刷にしてください。

お問い合わせ先
■日本獣医生命科学大学 入試課

TEL : 0422-31-4151（代表）
E-Mail：nyushi@nvlu.ac.jp
※メールでお問い合わせの際は必ず氏名、連絡先、電話番号を記入してください。
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提出期限：Web出願締切日の（原則）
翌日【必着】
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