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以降の説明をよく読み、受験を行ってください。
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ログインＩＤを取得する1
STEP

みらいＰＡＳＳナビを利用するには、河合塾ログインＩＤが必要になり
ます。受験にすすむ前に、まずログインＩＤを取得してください。
※「みらいＰＡＳＳナビ」は、学びみらいＰＡＳＳ/みらいＰＡＳＳジュニアの受験および結果の確認
ができるWebサービスです。

学校より配布または掲示されている「受験案
内」に、「学びみらいＰＡＳＳ/みらいＰＡＳＳ
ジュニア」HP のURLや二次元コードが記載され
ています。HPにアクセスし、手順②「お客様情
報登録」ページに移動してください。

画面の指示に従い、同意事項に同意のうえ
チェックし、必要事項を入力します。

基本情報に進み、青枠の「メールアドレス入
力」をクリック。

使用するメールアドレスを入力し「送信」をク
リック。確認メールに記載されている確認番号
を入力し「実行」をクリックしてください。

同意事項にチェック

クリック
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初期登録手順
※画像はPC画面の表示です。スマートフォンやタブレットでは画面の表示が異なります。

ログインＩＤの取得にあたって
 ＩＤの取得にはご自身の「メールアドレス」が必要となりますので、あらか
じめご準備ください。

 中学生以下の方が登録される場合は、「個人情報保護に関する事項」につい
て保護者の方の同意が必要です。



メールアドレスが「確認済」となっていること
を確認し、残りの必要事項を入力します。
※住所登録は必須ではありません。

任意のID・パスワードを設定・入力してくださ
い。なお今後も使用するため、忘れないよう大
切に保管してください。

全ての項目の入力が完了したら、「入力内容の
確認へ進む」をクリック。不備があれば、修正
を行ってください。

一連の入力内容を確認し、「登録する」をク
リック。以上で登録は完了です。

こんなときは

確認済

以下からアクセスしてください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/trial-exam/mirai-pass/

●「学びみらいＰＡＳＳ/みらいＰＡＳＳジュニア」HPが分からない

以下項目についてあらためて確認してください。
・メールアドレスが正しいか
・迷惑メールフォルダやゴミ箱に振り分けられていないか
・受信を拒否する設定になっていないか

端末の設定やメールの受信設定により、メールが届いていない可能性があり
ます。上記確認後、それでも解決しない場合は学校の先生に相談してみてく
ださい。

●確認メールが届かない
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該当する端末・環境で、必ず動作確認を行ってください。

受験のための事前準備・
確認をする2

STEP

受験に使用する端末の利用環境を確認する1

ご利用の端末によっては、推奨環境を満たしておらず、受験いただくことがで
きない場合があります。また、端末のOSによって指定のブラウザが異なります。
あらかじめ受験可能な端末、ブラウザを用意してください。
なお、推奨環境は「学びみらいＰＡＳＳ/みらいＰＡＳＳジュニア」HPに記載の
「④テストを受験する」よりご確認ください。

推奨する条件を満たさない環境で利用すると、
右図のような画面が表示される場合がありま
す。その場合は使用する端末を変更するなど
正しく動作するものを使用するようにしてく
ださい。
また受験前の動作確認画面で、ページの移動
やツールの操作などの確認ができます。
受験をはじめる前にも、必ず正しく動作する
か確認を行ってください。（p.08参照）
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※上記の画像に記載の「対応端末・動作推奨環境」は、現在のものと
異なる場合があります。必ずHPをご確認ください。



受験情報を事前登録する2

受験登録手順
※受験登録には、学校より配布または掲示されている「受験案内」が必要です。あらかじめ準備
した上で以下の手順を行ってください。
※画像はPC画面の表示です。スマートフォンやタブレットでは画面の表示が異なります。

「学びみらいＰＡＳＳ/みらいＰＡＳＳジュニ
ア」HPにアクセスし、手順③『「みらいＰＡＳ
Ｓナビ」へ』から「みらいＰＡＳＳナビ」にア
クセスします。

初回ログイン時は「利用規約および個人情報の
取り扱いについて」のページが表示されます。
それぞれに同意のうえ、チェックボックスに
チェックして「送信」をクリックしてください。
※中学生以下の方は、保護者の方の同意が必要です。

注意事項・登録情報を確認しチェック、問題な
ければ「クラス」「出席番号」を入力し、ペー
ジ下部の「登録」をクリック。

トップページに戻り、「受験情報登録／変更」
バーが青色になっていれば、事前受験登録は完
了です。

英数字で入力（※必須）

受験案内に記載されている「受験登録コード」
を入力し、「確認」をクリックしてください。
ポップアップが表示されるので、表示内容を確
認し、間違いがなければ「OK」をクリック。

受験登録コードを入力し「確認」

ログインIDとパスワードを入力すると、「みら
いＰＡＳＳナビ」トップページへ移行します。
その後、「新たな受験登録はこちら」をクリッ
ク。

クリック
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こんなときは

・「入力された受験登録コードが正しくありません」
受験登録コードが正しく入力されていません。配付された受験案内をもう一
度確認して入力するか、学校の先生に問い合わせてください。

・「このコードのテストは既に受験登録されています。」
既に受験登録が完了しています。トップページに戻り、「受験情報登録／変
更」バーが青色になっていれば無事登録されています。

●受験登録コードがエラーになる

トップページにあるバーの「受験情報登録／変更」から変更できます。
＜基本情報の変更の場合＞
基本情報欄の「変更する場合はこちら」をクリックすると、新しいウィンド
ウが開き、ログインID変更画面に移行します。新しい画面内で変更を行ってく
ださい。
変更後、ウィンドウを閉じて元の画面に戻り「最新の情報を取得」をクリッ
ク。正しく情報が修正されたことを確認し、ページ下部の「更新」をクリッ
クしてください。

＜クラス・クラス番号の変更の場合＞
入力欄の内容を修正し、ページ下部の「更新」をクリックしてください。

●登録情報を変更したい

登録情報の変更後、元の画面に戻り
「最新の情報を取得」をクリック。変
更内容が赤字で表示されます。

ページ下部の「更新」で変更が完了し
ます。

クリック

以下のお問い合わせページからお手続きください。
https://store.kawai-juku.ac.jp/f/app/customer/send_id/

●ログインIDを忘れてしまった
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変更後にクリック
更新情報は赤字に



テストを受験する3
STEP

受験手順
※画像はPC画面の表示です。スマートフォンやタブレットでは画面の表示が異なります。

トップページから、バーの「受験」をクリック
します。

今回受験するテストの一覧が表示されます。受
験するテストを選び、「受験画面へ」をクリッ
クします。

受験しないテストがある場合、「受験する」を
クリックすることで、受験の有無を切り替えで
きます。

受験可能期間・時間について
 テストの受験は、受験期間内のみ可能です。配付される受験案内を確認して
ください。

 受験開始可能時間は、5:00～22:00です。受験するテストは22時までに開始し
てください。テストの受験は24:00まで可能です。

クリック

クリック

「受験しない」を選択する場合は、自
身の判断のみで行わないでください。
必ず先生に確認のうえ、ボタンの切り
替えを行うようにしてください。

次のページに続く➡
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・・

必ず先生に確認してください。



受験にあたっての注意事項を確認し、ページ下
部の「動作確認へ進む」をクリックします。

動作確認画面では、画面の操作説明を読み、各
ボタンやツール機能を試してみてください。

動作確認画面右上の「試験開始」をクリックす
ることで操作の練習を終了できます。

「試験開始」をクリックすると、試験が開始さ
れます。試験時間内に受験を完了してください。

テストの受験にあたり
 計算等が必要なテストもありますので、手元に筆記用具・メモ・計算用紙等
を事前にご用意ください。

 一度試験を開始すると中断したり、キャンセルはできません。テスト名をよ
く確認し、受験を開始してください。

 試験時間が終了したら速やかに解答を止めて「解答提出」をクリックしてく
ださい。

 受験途中でブラウザを閉じないでください。万が一「受験中に端末の電源が
落ちる」等した場合は、速やかに同一端末でみらいＰＡＳＳナビにログインし、
再度受験をはじめてください。再ログインまでの時間を計算し、その時間分を
加えて試験時間を延長してください。

クリック

クリック
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受験結果を確認する4
STEP

結果公開後、Web上で受験結果を確認することができます。
※結果が公開されましたら、登録したメールアドレスに受験結果公開のお知らせがメールで届きます。
結果の公開日については、学校の先生にお問い合わせください。

受験結果の確認手順
※画像はPC画面の表示です。スマートフォンやタブレットでは画面の表示が異なります。

トップページの「過去の受験一覧」から、バー
の「受験結果」をクリックします。

受験結果が表示されます。上部のタブから、確
認したいテストを選択することができます。

クリック

Kei-SAT問題、解答・解説集の閲覧について
Kei-SAT（教科学力テスト）については、問題冊子を学校を通してお渡しします。
実施後の復習にお役立てください。また、解答・解説集は冊子でのお渡しはあり
ません。結果公開後、トップページのバーの下部にある「※Kei-SAT解答解説ダ
ウンロードはこちら」からダウンロードしてご使用ください。
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報告書PDFのダウンロード
バーの下部にある「※報告書PDFのダウンロードはこちら」から、結果をまとめた
PDFファイルをダウンロードすることができます。あわせてご確認ください。



よくあるご質問
カテゴリ ご質問 解答

受験前

ログインIDがありません（分かりません）。 ログインIDをお持ちでない方はp.02を参照して、新
規に登録・取得してください。なお既にお持ちで忘
れてしまった方は、p.06記載のURLからお問い合わ
せください。

受験案内がありません。 受験にあたり、学校で配付もしくは掲示されている
はずです。お手元にない場合は、学校の先生までお
問い合わせください。

受験登録コードが分かりません。 配付または掲示される「受験案内」に記載されてい
ます。

受験方法

各テストは受験期間内であれば何度でも受
験できますか？

各テストとも期間内に1回のみ受験が可能です。端
末トラブル等で解答できなかった場合に備え、試験
時間の2倍の時間までは受験が可能です。

受験は24時間いつでも可能ですか？ 受験が可能な時間帯は決まっています。受験期間内
の5：00～22：00（受験開始可能時間）までの間に
受験を開始してください。

端末操作

ブラウザの「戻る」機能を利用した場合、
どうなりますか？

１つ前の画面に戻ります。
ただし、試験中は前の画面に戻ることはできません。

複数の端末やブラウザで同時にログインす
ることはできますか？

できません。解答途中の場合、先にログインしてい
た端末・ブラウザの内容はすべてクリアされます。

ログインした端末とは別の端末やブラウザ
でログインし直して受験することは可能で
すか？

解答途中での端末の変更はできませんが、例えば１
つのテストの受験完了後に、別の端末でログインし
直して他のテストを受験することは可能です。端末
やブラウザを変更したい場合は、ログインしている
ブラウザを閉じた後に、別の端末やブラウザで再度
ログインしてください。

受験中
あるいは
受験後

解答を終えたので、試験時間内だが答案を
提出したい。

画面右上の「解答提出」をクリックしてください。

受験途中で
・ブラウザを閉じてしまった。
・端末の電源が切れてしまった。
・画面がフリーズしてしまった。

すみやかに同端末・同ブラウザで再度ログインし、
受験を再開してください。なお、解答途中であった
場合、試験時間のカウントは進んでいますが、試験
時間に試験再開までにかかった時間を足した時間内
に解答を提出してください。
（例）試験時間：50分 + 再開までの時間：10分

= 60分以内に解答を提出

受験途中で故障などによって端末が利用で
きなくなった。

故障の場合は、すみやかに受験が可能な環境（別の
端末やブラウザ）で再度ログインし、受験を再開し
てください。故障した端末で解答していた科目につ
いては、試験時間の２倍を過ぎると受験が強制終了
となり解答できなくなります。それまでに再開し解
答提出をしてください。なお、解答途中であった場
合、解答情報と試験時間はクリアされますので、受
験し直してください。

受験後
問題冊子／解答・解説集はもらえますか？ p.09をご確認ください。

結果の確認は24時間可能ですか？ 5：00～24：00の間で確認することができます。

その他のご質問などは、
よくあるご質問HPをご確認ください➡
https://www.kawai-juku.ac.jp/trial-exam/mirai-pass/faq/
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