
中央学院高等学校
入学予定者のみなさま

1.入学手続について
2.登校日等について

3.学校指定用品の申し込みについて
4.制服の申し込みについて

5.その他

問合せTEL：04-7188-1101



1.入学手続について

入学手続金の納入をもって、入学手続きとします

• 納入方法

Web合格発表ページへログイン → 入学金の決済ボタンをクリック → 入学手続金（３０万円）を納入してください

納入はクレジットカード決済または銀行ＡＴＭ（ペイジー）での手続きとなります

• 納入期限

定められた期限内に手続きを行わなかった場合、「入学辞退」と判断します

併願者は併願校の合格発表日以前に「入学金の納入」や「延納願などの書類提出」をする必要はありません

入学金の返還はいたしません

対象者 納入期限

単
願
者

前期Ａ・Ｃ選抜
前期Ｓ特進選抜
前期一般選抜

令和2年1月31日（金）まで

後期選抜 令和2年2月8日（土）まで

併
願
者

前期Ｂ選抜
前期Ｓ特進選抜
前期一般選抜
後期選抜

併願校の合格発表日を含む3日以内
例：千葉県公立併願者 3月 8日（日）

埼玉県公立併願者 3月11日（水）
茨城県公立併願者 3月15日（日）



2.登校日・入学式について ※お車での来校はご遠慮ください

◆登校日◆

◇3月１９日（木）10：00集合 対象：生徒・保護者

＊受験票・筆記用具・上履きを持参、中学校制服着用

＊内容 ＜生 徒＞ 今後の予定説明・教科書購入について・書類配布
＜保護者＞ 教育方針・生活指導・学校生活全般説明

＊その他 学校指定用品の申込を済ませていない方は必ず9時までに登校してください
特別な事情により出席できない場合は、必ず事前に事務室へ連絡してください

◇4月6日（月）8：40集合 対象：生徒のみ

＊筆記用具・上履き・阪東バス定期券の代金（事前申込者のみ）を持参、本校制服着用

＊内容 クラス発表・入学式予行・書類提出・今後の諸連絡

◆入学式◆

◇4月8日（水） 開式 10：30

＊生徒集合 8：40

＊保護者は開式時間に合わせてご来校ください

新型コロナウィルス感染症の影響により、3月19日(木)の新入生登校日は中止にい
たします。3月17日に入学手続きに必要な書類を発送いたしますので、速やかに資
料確認をしていただき、同封の「新入生の皆様へ」のプリントの内容にそって、
入学に関わる手続きを行って下さい。（一部3月20日までに回答していただきたい
ものがございます。）尚、学校指定用品の申込・支払いは予定通り実施いたしま
すので、十分注意の上ご来校願います。次回登校日は4月6日(月)を予定しておりま
すが、状況によって中止にせざるを得ない場合は、HP及び受験生登録メールアド
レスにメールにてご案内いたします。



３.学校指定用品申込について ※お車での来校はご遠慮ください

◇申込場所 本校内（上履きを持参）

◇申込日時 ※指定日にやむを得ない事情により来校できない場合は、事前に事務室へご連絡ください

・開始時刻は、集合時刻ではありません。最終受付時間までにご来校ください。
・受付開始直後は混雑が予想されます。（所要時間：約1時間）

採寸・試着・代金支払（現金のみ）がありますので、必ず保護者とともに来校してください。

◇申込内容

①体育用品 （コバヤシスポーツ 043-286-5988）

②校技用品 男子：剣道（ツカダ武道具 0297-27-5411）
女子：弓道（小山弓具 03-3256-2001）

③写真撮影 （スタジオワタリ 写真4枚1,300円）

④阪東バス定期券 当日会場にて申込のみ。4月6日登校日に代金支払いのうえ受け取り

申し込みの詳細は、各取扱店に直接お問い合わせください。
また、上記指定日に申込をできなかった場合は、取扱店と直接連絡のうえ速やかに申し込みを済ませてください。

◆前期選抜単願合格者
◆1月31日までに入学手続を済ませた併願合格者

令和2年2月1日（土）
14：00～16：00

最終受付 15：30

◆2月1日～3月14日までに入学手続を済ませた併願合格者
◆後期選抜単願合格者

令和2年3月15日（日）
9：00～12：00

最終受付 11：30

3月15日以降に入学手続を済ませた併願合格者
令和2年3月19日（木）

9：00～10：00
9：00までに必ずお越しください



学校指定用品一覧 ※税込価格

購入用品は入学時までにご自宅へ発送いたします

申込時に全額お支払いいただきます（現金のみ）

体 育 用 品

ジャージ 上

ネーム刺繍入り

5,750円

ジャージ 下 4,400円

ハーフパンツ 3,200円

半袖Ｔシャツ 2,950円

ポロシャツ 3,800円

上履きシューズ 3,450円

体育館シューズ 3,800円

送料 650円

弓道用品（女子）

弓道衣

個別購入

できます

3,000円

弓道袴 6,200円

帯 1,400円

矢（2本） 5,500円

かけ 11,000円

道衣袋 500円

胸当て 400円

上記一式 28,000円

剣道用品（男子）

3.8竹刀完成品

個別購入

できます

1,650円

剣道着・ジャージ 2,600円

テトロン袴 2,600円

面7mm 7,650円

垂7mm 3,300円

甲手7mm 5,700円

胴 6,700円

防具袋 1,900円

名札 420円

手拭い 520円

上記一式 32,000円



4.制服の申し込みについて

◇申込み場所 ㈱髙島屋柏店 S館１階学校制服売り場

営業時間 10：00～20：00 （各会期とも最終日は１７時閉場）

◇申込み期間 第１回 ２月 １日（土）～２月 ３日（月）

第２回 ３月１５日（日）～３月１７日（火）

第３回 ３月１９日（木）～３月２０日（金）

◇商品・支払について
商品は後日髙島屋柏店にてお渡しします。その際代金をお支払いください（カード可）

※代金引換配送のお支払いは、現金のみになります

◇その他 試着・採寸がありますので、必ず本人も来店してください。

上着（特にセーラー服）は脱げるように、下にブラウスなどを着用してください。

２月１日および３月１５日は非常に混雑します

《問合せ》 髙島屋柏店 学校制服売場 04-7147-6240(直通)



制服一覧 ※税込価格

男
子
（
希
望
購
入
品
）

スラックス（夏） 13,970円

長袖シャツ（ﾋﾟﾝｸ・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ） 5,170円

半袖シャツ（ﾋﾟﾝｸ・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ） 4,950円

男女兼用ポロシャツ（ﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟﾝｸ） 4,840円

ネクタイ（紺） 2,090円

ニットベスト（白） 5,390円

セーター（紺） 6,160円

Ｐコート 16,500円

男
子
（
指
定
品
）

ジャケット 28,710円

スラックス（冬） 16,280円

長袖シャツ（ｻｯｸｽ） 5,170円

半袖シャツ（ｻｯｸｽ） 4,950円

ネクタイ（ﾁｪｯｸ） 2,090円

指定バッグ 11,220円

指定品合計 68,420円

男
子
（
市
販
品
可
）

黒ローファー（牛皮）
サイズ ～28.0cm

11,550円

黒ローファー（合皮）
サイズ ～28.0cm

7,150円

女
子
（
指
定
品
）

ジャケット 26,510円

スカート（紺ﾁｪｯｸ） 16,280円

長袖シャツ（ｻｯｸｽ） 4,950円

半袖シャツ（ｻｯｸｽ） 4,730円

ネクタイ（ﾁｪｯｸ） 1,980円

指定バッグ 10,780円

ハイソックス（紺） 935円

指定品合計 66,165円

女
子
（
希
望
購
入
品
）

夏ｽｶｰﾄ（紺ﾁｪｯｸ・赤ﾁｪｯｸ・ｸﾞﾚｰ） 14,300円

冬スカート（ｸﾞﾚｰ・赤ﾁｪｯｸ） 16,280円

夏スラックス 13,970円

冬スラックス 16,280円

長袖シャツ（ﾋﾟﾝｸ・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ） 4,950円

男女兼用ポロシャツ（ﾌﾞﾙｰ・ﾋﾟﾝｸ） 4,840円

半袖シャツ（ﾋﾟﾝｸ・ﾐﾝﾄｸﾞﾘｰﾝ） 4,730円

リボン（紺・ｴﾝｼﾞ） 1,650円

ネクタイ（紺） 1,980円

ニットベスト（白） 5,390円

セーター（紺） 6,160円

Ｐコート 16,500円

女
子
（
市
販
品
可
）

黒ローファー（牛皮）
サイズ ～25.5cm

8,250円

黒ローファー（合皮）
サイズ ～25.5cm

6,050円

フィットパンツ 1,540円



5.その他

◇阪東バス通学定期券について

通学時間に直通のスクールバスを運行していますが、路線バスと同様の運賃がかかります。

定期券は学校指定用品申込会場にて予約申し込みができます。（4/6登校日に代金支払いのうえ受け取り）

◇自転車通学について

自転車通学は下記の条件を満たす場合に認められます

①自宅から学校まで直接通学できる生徒

または

②特別部活動（野球・サッカー・バドミントン・陸上・剣道・弓道）の加入生徒

※自転車事故に対応する保険（個人賠償責任含む）に必ず加入してください

◇ＪＲ等定期券購入時の通学証明について

入学式に生徒に配布する身分証明書に通学区間を記入し、担任の押印を受けたものが通学証明となります。

※入学式前に定期券を学割で購入することはできません。



◇教科書の購入について

販売場所：西口アサノ書店 臨時教科書販売所（柏駅西口 徒歩２分）

販売期間：３月１９日（木）～

※コースによって購入する教科書が異なります

※手提げ袋等を持参してください

※詳細は３月１９日の登校日にご案内いたします

◇タブレット端末・学習ソフトの購入について

申込方法：申込専用サイトから申し込み

金額 ：約110,000円

＜内訳＞ タブレット端末・カバー 55,000円(税込)、学習ソフト・保険 約55,000円(税込)

支払方法：コンビニ支払・銀行振込・オリコショッピングクレジット決済

※詳細は３月１９日の登校日にご案内いたします


