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高校編新入生登校日：３月１１日(土)
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ご入学おめでとうございます

4 月からの生活を楽しみにしていてください！

教職員一同、心よりお待ちしております

●新入生登校日について	 ●入学までの連絡について
●学費等納入方法について	 ●タブレットPC購入について
●通学定期券購入について	 ●学用品購入について
●学校生活について	 ●誓約書（要提出）

新入生登校日までに必ず全てに目を通してください
締切を設けている事項もあります



入学までの連絡について

持 ち 物	：	上履き・筆記用具・誓約書（手引きの中に様式があります）
	 	住民票または住民票記載事項証明書・在留カードのコピー（外国籍の方）
内 　 容	：	入学者氏名の確認・入学式及び入学後についての説明・芸術科目選択・春休みの課題等
教科書･副教材	：	登校日より10	日程度で株式会社ナカヤよりご自宅へ配送いたします。　
	 	代金引換となりますのでご準備ください。登校日に伝票記入をしていただきます。

新入生登校日について
３月11日（土）　14時より　本校体育館3階

１0ページにある様式１の誓約書に必要事項をご記入いただき、捺印の上ご提出ください。

●誓約書の提出について

　入学までの連絡は「メール」と「ホームページ」でのお知らせとなります。miraicompassに登録していただいたメー
ルアドレスにメールを配信いたしますので、アドレスが変更になった場合は早急に nyushi@adachigakuen-jh.
ed.jp	までお知らせください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や天候などによっては新入生登校日や入学
式の日程などに変更が出る恐れがあります。学校ホームページをご確認ください。
　学校への連絡はお電話にてお受けいたします（☎ 03-3888-5331	月～土　8:15 -17:00）
　日曜日と受付時間外は夜間警備のものがおりますが、質問などにお答えできませんのでお名前とご連絡先をご伝言い
ただき、担当者からの電話をお待ちください。
　入学に際し、ご不安な点などについては　sodan@adachigakuen-jh.ed.jp　までご連絡ください。
　学校の問い合わせメールへ携帯電話のメールアドレスから送られる際は、こちらからの返信が受信できますよう、
@adachigakuen-jh.ed.jpの受信登録を忘れずにお願いいたします。

　本校では1･2年次において履修する芸術科目について、本人の希望により音楽・美術・書
道の3科目から1科目を選択することにしています。2年次に科目の変更をすることはでき
ません。登校日に芸術科目選択の用紙を配布し、記入していただきます。なお、できるだけ本
人の希望に沿うようにしますが、第1希望にならない場合もありますのでご了承ください。

●芸術科目選択

　必ず本校事務室まで事前にご連絡ください。後日個別に対応いたします。
　足立学園事務室　☎ 03-3888-5331㈹

●新入生登校日に出席できない場合

①日本国籍の場合
	 ・住民票または住民票記載事項証明書
	 　（生徒氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が記載されているものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの）
②外国籍の場合 (2点 )
	 ・住民票または住民票記載事項証明書
	 　（生徒氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が記載されているものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの）
	 ・在留カードのコピー

●住民票の提出について

※入学までに住所変更、氏名変更を予定されている方は、3月24日までに新しい住民票をご持参又は必着でご郵送ください。
※学籍情報は住民票を基に作成いたしますので、実際のお住まいと異なる場合、通学定期券が購入できない場合があります。
※事情により住民票とお住まいが異なる場合はご相談ください。
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　本学園では学費などの納入方法は、三菱UFJファクター株式会社の銀行預金口座自動振替制度を利用しています。
提携金融機関は都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・労働金庫などの普通預金口座及び総合口座です。ネッ
ト口座振替受付サービスにて引き落とし口座の登録をお願いしています。新入生登校日に登録方法についての資料を配
布いたします。

　本学園では授業、学校生活で使用するタブレットPC	について、貸与ではなく購入をお願いしております。機種に
ついては学校から指定するものをご購入いただいております。（BYAD、Bring	Your	Assigned	Device という形
式になります）複数の業者より、金額・スペック・保険などを総合的に判断して選定を行っております。指定のEC	
サイト 1	よりお申込み、決済を行っていただく形をとっております。（クレジット決済 ･銀行振込 ･コンビニ払い等）
　本校はMicrosoft	Showcase	School	認定校でもありますので、使用するものはWindowsOS2	となります。
授業で使用するアプリなどを考慮した上で選定しておりますので、ご理解頂き、ご購入をお願いいたします。
個人で購入するメリットとしては以下の通りです。
	 ・個人の資産なので保険に加入しても、金額が安く抑えられる
	 ・学校で集金や引き落としを行わないのでクレジットカードでの決済が使用できる
	 ・破損の場合、個人で修理に出せるので必要以上の時間がかからない
	 ・卒業後も自由に使用できる
　また、故障の場合は校内にありますデータ処理室にて、ある程度の対応 3	が可能です。補償期間が過ぎてしまってか
らの破損で買い替えが必要になった場合などのご相談も承ります。

	 ※1	足立学園生専用のインターネット通販サイト
	 ※2	OS	はWindows11Pro	です。Home	の方が安価ですが、AzureAD	での管理等に不具合が出るためPro	を
	 　　	指定しています。
	 ※3	アプリの破損、OS	の破損による初期化など（バッテリー不良や画面破損、内部破損はMicrosoft	への修理依頼
	 　　	が必要になります）

学費等納入方法について

タブレット PC 購入について

◎ネット口座振替受付サービスに必要な情報は以下をご覧ください。
	 三菱ＵＦＪファクター株式会社
	 ネット口座振替受付サービス　ご利用可能金融機関
	 https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net/bank/

新入生登校日にご案内いたします。ご質問などはその際にしていただければ、お答えいたします。
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　通学定期券は入学式後のホームルームでお渡しする「通学証明書」をもって購入が可能になります。通学証明書発
行にはWEBからの申請が必要です。3月３1日 ( 金 )23:59 までに必ず申請を行ってください。4月 1日以降の申
請も受け付けはいたしますが、入学式の日に証明書をお渡しするお約束はできませんのでご了承ください。
　なお、通学定期券はご自宅最寄駅⇔学校最寄り駅（北千住または牛田・関屋）の区間しか買えません。通塾・家庭
の事情で通学区間以外の駅を指定することはできません。鉄道会社が定める規則に則り、学校は審査を経て割引資格
を取得しておりますので、必ずお守りいただきますようお願いいたします。

※お引越しを検討されている方は、下記メールアドレスにメールでご連絡の上、新居の住所と通学する駅が分かり次第、
入力をお願いいたします。旧居の住所・駅で通学定期券の購入ができない場合があります。

※通学経路が数パターンあり、決めかねている場合についてはご相談ください。通学証明書は学校印を押印した公的書
類ですので、複数ルートをまとめてお渡しする事はできません。

※申請は定期券の枚数ごとに行ってください。バス定期券と鉄道定期券の2枚を利用する場合、申請も2回必要にな
ります。鉄道についても3社以上の乗り継ぎの場合まとめられない場合があります。

※期日までに申請を行っていただけなかった場合、入学式当日発行も可能ですがお時間を頂戴いたします。
※モバイルSuice やモバイルPASMOでも通学証明書が必要です。購入については各社のホームページでご確認く
ださい。

必要事項は必ず入力・選択をしてください。記載漏れにより定期券が購入できなかった場合などの責任は負いか
ねます。特に受験番号は正しく入力してください。受験番号を複数お持ちの場合は入学手続に使用した受験番号を
入力してください。
ご不明点・ご相談などございましたら下記メールアドレスまでご連絡ください。その際は「入学生氏名・受験
番号・日中連絡の取れるお電話番号」を必ずご入力ください。また、携帯電話からメールいただく際には、
@adachigakuen-jh.ed.jp のドメインを受信指定されますようお願いいたします。メールの返信ができない場
合にはお電話させていただきます。

申請は右の二次元バーコードを読み取ってアクセスしていた
だくか、下記のURLをご入力いただいてアクセスしてください。
Microsoft	Formsの画面が開きますので、必要事項を入力し
てください。
https://forms.office.com/r/yB6rqvsbsD

通学定期券購入について

3月 31 日 ( 金 )23:59 までに通学定期券を必要とする生徒は必ず申請する事

ご注意ください

通学証明書WEB申請

✉teiki-info@adachigakuen-jh.ed.jp
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制服・体育着などの学用品購入について

学生服関連担当....... オンワード商事株式会社
体育着類 ･靴担当.... 株式会社サス・スポーツプロダクト

制服
（冬服）

上衣（詰襟） 20,700 円

ズボン（ネイビー） 9,900 円

長袖ワイシャツ（Aマーク入り） 3,100 円

セーター（Aマーク入り） 6,700 円

ベルト（Aマーク入り） 2,760 円

夏服
ズボン（グレー） 9,600 円

半袖ワイシャツ（Aマーク入り） 2,740 円

希望
購入品

※夏替ズボン（ネイビー） 9,600 円

半袖ポロシャツ(白・紺） 3,990 円

ニットベスト（Aマーク入り） 5,850 円

ピーコート 22,000 円

ダッフルコート 19,800 円

体育着

トレーニングシャツ（ネーム入り） 7,900 円

トレーニングパンツ（ネーム入り） 7,100 円

半袖Tシャツ 3,300 円

ハーフパンツ（ネーム入り） 3,600 円

靴
校内上靴兼体育館靴（白 /学年カラー） 4,950 円

グラウンド用運動靴（ネイビー） 5,700 円

希望
購入品

ウィンドブレーカー 8,500 円

通学用革靴 8,600 円

学用品購入品一覧

靴下は白・黒・グレーの無地。
通学靴は黒の皮革靴でローファーや紐付き
型であれば、コートは類似した型であれば他
の物の着用も認めています。
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制服の採寸について
学内採寸日（完全予約制）
①	単願受験者 (A 推薦、スポーツ、志 )、B推薦で入学を決めた方
２月18日（土）　本校指定教室　午前１０時～午後４時
②	上記①以外の方
３月1１日（土）　本校指定教室　午前１０時～午後４時
持ち物：上履き・筆記用具・スマートフォン/タブレットなど
採寸日前日までに事前採寸予約が必要ですので操作手順は次ページをご覧ください。
購入までのお手続きはお手持ちのスマートフォンやパソコン等をご利用いただきます。
※スマートフォンやパソコン等インターネット対応機器をお持ちでない方は、事前にオンワードまでお
申し出ください。別途対応させていただきます。
常時マスクの着用をし、着脱しやすい上衣・Tシャツまたはインナーを着用してお越しください。
両日ともやむを得ず来校できない場合、リモート採寸を推奨しておりますのでご自宅で採寸可能とな
ります。
事前採寸予約のサイトよりご案内しておりますので３月１３日（月）17 時までにご自宅で採寸を終了
させてください。

●お届け方法
冬服・夏服（夏替ズボン以外）は３月末までに、夏替ズボンは５月中旬ごろ、コートは１０月末ごろまで
にご自宅へ配送いたします。
●お支払方法
コンビニエンスストアにてお支払いください。
●アフターサービス
成長に伴う修理は３年間工料無料とさせていただきます。ただし、校内規定内のお直しに限ります。【上衣：
ツメ・ダシ、ズボン：ウエストツメ】
※ズボンの丈ダシ・ツメは裾上げテープでご自宅で簡単にできます。

制服
（冬服）

上衣（詰襟） 20,700 円

ズボン（ネイビー） 9,900 円

長袖ワイシャツ（Aマーク入り） 3,100 円

セーター（Aマーク入り） 6,700 円

ベルト（Aマーク入り） 2,760 円

夏服
ズボン（グレー） 9,600 円

半袖ワイシャツ（Aマーク入り） 2,740 円

希望
購入品

※夏替ズボン（ネイビー） 9,600 円

半袖ポロシャツ(白・紺） 3,990 円

ニットベスト（Aマーク入り） 5,850 円

ピーコート 22,000 円

ダッフルコート 19,800 円

オンワード
取扱品一覧

　従来指定鞄となっていたショルダーバッグ ( 大・中）は在庫限りで販売もしております。こち
らに関してご購入をお考えの方は購買でお求めください。採寸日当日は南門となりの「よしだや」
にて、入学後は３階購買でも販売しております。通学鞄については手提げ型スポーツカバン、
ショルダー型カバン、リュックサック型カバンのいずれかであれば自由です。
足立学園事務室　☎ 03(3888)5331( 代 )
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【採寸日当日の流れ】
校内４階にて採寸を行います。上の二次元バーコードを読み込みログインし、
[ 会場コード]の欄に掲示してある番号５桁の数字を入力してください。
※会場コードは当日お知らせいたします。
・購入アイテム、決定したサイズ、数量を入力する。
[こちらをタップし、ご注文手続きを行ってください。]をタップする。
※次画面の [ 決定 ]　をタップするまでは、何度でも入力変更が可能です。
決済番号が表示されたら終了です。⇒その後、係員の指示に従って下さい。
【注意事項】
・お支払いはコンビニエンスストアにて注文日より3日以内にお願いいたします。
　※代金をお支払いいただかないと、商品出荷ができませんのでご注意ください。
・制服の各アイテムの追加注文は始業式後、オンラインストアにて24時間注文可能です。

【制服に関するお問い合わせ】
　オンワード商事株式会社　担当：泉
お問い合わせＱＲコードを読み込み、メールにてお問い合わせください
※メールの文面には学校名、受験番号を記載してください。
※メールのご返信は土日・祝日	以外の平日9：00～17：30となっております。
時間外のお問い合わせは翌営業日にご連絡いたします。メールの受信は 24時間受付可能です。

① [ 会場コード]の欄に完了メールに記載してある５桁の会場コードを入力し [ 受付]を選択。
② [オンライン試着 ]を選択し、オンライン試着を始める
③写真の撮影画面が表示されます。正面の写真と側面の写真を撮影してください。
④写真の撮影が完了したら[ 測定を開始 ]ボタンを選択。
⑤測定が終わるとおすすめサイズが表示されますので、[ 販売サイトへ戻る]を押して、希望のサイズを選択してく
ださい。
⑥すべてのアイテムの入力が終了しましたら[こちらをタップし、ご注文手続きを行ってください]を選択。
⑦金額などを確認し、[ 決定 ]を選択→決済番号が表示されましたら終了です。
【注意事項】
・お支払いはコンビニエンスストアにて注文日より3日以内にお願いいたします。
　※代金をお支払いいただかないと、商品出荷ができませんのでご注意ください。
・制服の各アイテムの追加注文は始業式後、オンラインストアにて24時間注文可能です。

採寸予約と当日の流れ

	 ①右側の二次元バーコードを読み込む
	 ② [ 採寸予約 ]をタップし、必須項目を入力していく。
	 　※[ 受験番号 ]を間違えないよう入力してください　例）100000
	 　※ [パスワード]はご自身で設定をお願いいたします　・英数字８文字以上
	 　※学科は [─ ]を選択してください。
	 ③採寸方法については学校採寸を希望される方は [ 採寸会場］を選択し、
	 　[ 来場予定 ]→カレンダーを開く→採寸時間を予約する。
	 　自宅で採寸希望の方は [自宅注文 ]を選択。
	 ④必要事項をすべて入力後 [確認 ]を選択する。
	 ⑤完了メールが届く
	 ⑥メール内記載のURLを選択し [ 受験番号 ]と [パスワード]を入力し、ログインできることを確認する。
	 学校で採寸される方は以上で終了です。

【事前採寸予約手順】	 ※採寸日前日までに…採寸日時の予約と個人情報入力。
	 ※リモート採寸（ご自宅で採寸）もこちらから登録作業を行ってください。

自宅で採寸し、注文される方はこちら
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新入生保護者の皆様へ

下記の要項にて体育用品の販売をいたしますので、この機会にお申込みくださいますようご案内申し上げます。

11 申込み方法 下記、「体育着申込サイト」よりお申込をお願い致します。

サイズ確認会当日は、各種サイズ・サンプルを用意しておりますので、ご確認のうえサイズをお決めください。

衣類については、感染症予防対策のため、ご試着は出来ません。

シューズについては、靴下を着用して試し履き可能です。

申込用QRコード 左のQRコードから読み取りください。

申込用URL

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2023-5002-boy&name=code3

また、やむを得ずサイズ確認会に来られない方は出来上がりサイズ表をご参照ください。

22 申込締切日 2月18日(土)サイズ確認会にご来場の方は、2月20日(月)の17：00までと致します。

3月11日(土)サイズ確認会にご来場の方は、3月13日(月)の17：00までと致します。

※サイズ確認会に来られない方につきましては、3月13日(月)17：00までと致します。

33 受注完了 注文完了後、確定メールが届きます。（確定メールが届かないと、ご注文が完了致しません。）

44 お渡し方法 入学式前日までに、「代金引換便」でお届けいたします。

55 お支払方法 お受取りの際に宅配業者へお支払いください。(現金のみとなります。)

66 販売品目一覧

ハーフパンツ（個人ネーム入）

半半袖袖シシャャツツ・・ハハーーフフパパンンツツはは、、22枚枚以以上上購購入入さされれるるここととををおおすすすすめめいいたたししまますす。。

77 注意事項 ※ウェアー類には、「個人名刺繍」が入ります。お申込み後の「サイズ変更」は出来ませんので

　ご了承ください。

※シューズ等のサイズ交換については、お客様の送料負担となりますので、ご了承ください。
　（商品到着後３日以内にお問い合わせください。）
　サイズ交換につきましては、外装・外箱・商品タグが揃っている商品とさせていただきます。
　お問い合わせは、申込サイトお問い合わせフォームをご利用ください。

※サイズ確認会当日は、感染予防対策のため、筆記用具は各自ご用意ください。

8 サイズ表について 体育着申込サイトに、出来上がりサイズ表がありますので、参考にしてください。

9 追加注文について 4月以降の追加注文に関しては、下記の方法でのご案内となります。

ご入学時にお申込みいただいた「ECサイト」より引き続きお申込み下さい。

また、学校内購買部にて申し込むこともできます。

但し、個人ネームの入る品物は、ご注文後3週間ほどお時間をいただきます。

【足立学園高校　体育用品取扱店】　 ㈱サス・スポーツプロダクト

東京都千代田区神田司町２－１７

　ＴＥＬ　03-3233-3711（代表）

担当者　：　 金子

令令和和５５年年度度　　足足立立学学園園高高等等学学校校
体体育育用用品品おお申申込込みみののごご案案内内

トレーニングシャツ（個人ネーム入） ¥7,900 指定購入品

¥7,100 指定購入品

指定購入品

¥3,600 指定購入品

ウィンドブレーカー(個人ネーム入） ¥8,500 希望購入品

※校内でのサイズ確認会日程については、制服取扱店の予約サイトよりご確認ください。

校内履き ¥4,950 指定購入品

グラウンド履き ¥5,700 指定購入品

品　名 販売価格（消費税10％含む） 備考

トレーニングパンツ（個人ネーム入）

代引配送料 ¥1,430 入学時のみ必須

通学靴 ¥8,600 希望購入品

一式　合計金額 ¥51,080

半袖シャツ ¥3,300
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学校生活について

◆服装について
・	6～ 9月が夏服 (グレーのズボンと半袖Yシャツあるいはポロシャツ )、それ以外は制服 (詰襟上衣とネイビーのズボン）		
		となります。移行期間中は気温や湿度を考え、組み合わせを緩める場合もあります。
・寒さ対策 (冷房含む )は指定のセーターあるいは希望購入品のニットベストのみですが、状況によりルールを変えます。
・インナーにカラーTシャツなどを着ないこと。
・靴下は白・紺・黒・グレーの無地のものであれば自由。
・詰襟上衣のボタン (特に第1ボタン )はしっかり留めること。式典などの際は詰襟のホックも留めること。

◆登下校について
・8	時	35	分までに登校しましょう。
・改札前や道路上では立ち止まらないでください。
・駅前なので一般通行者の妨げにならないよう気をつけましょう。
・歩きながらの携帯電話の操作はやめましょう。
・登校後の外出は認めていません。
・20	時完全下校です。

◆礼儀について
・職員室の教員に用事がある時は、学年、
クラス、氏名を名乗った上で出入口で
呼び出してもらいましょう。生徒の入
室はできません。

・校内外を問わず、教職員・来校者・生徒
同士でも気持ちよく挨拶をしましょう。

・言葉づかいは、明瞭、正確かつ丁寧にし、
教職員、目上の人に対しては、しっか
りと敬語を使いましょう。

・学校外でも制服を着ている時は足立学園
生としての自覚を持ち、ふるまいに気
をつけましょう。

◆携帯電話について
・基本的に登校~下校まで敷地内での使用は禁止ですが、必要に
　なった場合は担任の許可を得ましょう。
・電源を切ってロッカーにしまっておきます。
・指定された場所でのみ使用が可能です。
・考査 (テスト ) 中にカバンやポケットから着信音やアラーム、振動音が聞
こえた場合処罰の対象となります。必ずロッカーにしまいましょう。

◆持ち物について
・勉強や部活動に使用しないものは持ち込めません。
・机には収納スペースがありません。廊下の個人ロッカーを
上手く使って持ち物の管理をして下さい。

・置き忘れた場合は、高校職員室前の遺失物棚を探しましょう。
・水筒 ･ペットボトル以外の飲料や菓子類は持ち込めません。

◆自習室利用について
・飲食は禁止です。
・席を離れる際は貴重品などを身に着け、荷物の管理をしっ
かりと行ってください。

・私語厳禁。友達同士で教えあう場合は、職員室前などのスペー
スを活用してください。

・利用は朝7時から夜8時（中学生は5時半）までです。
・学校行事や監督者の都合で閉室になる場合があります。
・夏季冬季の休業中に利用する場合は、事務室前の名簿に記
帳してから入室してください。

・図書室の本を借りずに自習室に持ち出すことはできません。
・混雑している場合は、大学受験を控えた高校3年生を優先
とする場合があります。

◆自転車登校について
・入学後に講習を受け、希望者から抽選した上での許可制です。
・応募できるのは指定した範囲内に居住する者のみとなります。
・許可を受けた生徒は自転車にステッカーを貼り、指定され
た駐輪場に施錠して停めましょう。

◆遅刻・早退について
・遅刻は始業までに、保護者から電話連絡を入れましょう。事務員に伝言も可能です。
・交通機関の遅れによる遅刻は、駅で遅延証明書をもらってきて提出しましょう。
・遅刻してきた時は、職員室に行って「入室許可証」を発行してもらってから教室に入りましょう。
・早退するときは必ず担任の許可を得て、無断で帰宅しないでください。
・体調不良で帰宅する場合は保健室で相談し、保護者の迎えを待ちましょう。

◆頭髪などについて
・頭髪の基準は、前髪は眉にかからない、横は耳にかからないこと、後は制服の詰襟にかからないこと。
・頭髪指導の日があります。この日までに基準の髪型にして登校しましょう。
・染髪､ パーマ､ 変則的な髪型（極端なツーブロックやライン入れ）は禁止です。
・ピアス ･タトゥー・アクセサリー類の着用は禁止。
・整髪料は控えめに。
・ヒゲもマメに剃りましょう。
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- 19 -

様式 1 (印刷 A4 サイズ) 

誓 約 書 
令和５年  月  日 

足立学園高等学校 

校長 井上 実 殿 

受験番号 

生徒氏名 

郵便番号 ― 

住 所

保 護 者 
(保証人) 

電 話 ―    ― 

在学中は、学則ならびに生徒心得その他の諸規則を遵守し、 

足立学園生としての本分を全うすることを誓います。 

氏名 ○印  


