
平成 31年 1月 31日 

 

合格者の皆様へ 

 

愛知工業大学名電高等学校 

 

平成３１年度推薦入学試験合格者入学手続きについて 

        
 
 合格おめでとうございます。入学までの手続き等は次のとおりです。よく読んでお間違いのないよう 

にお手続きください。 

 

１ 入学金納入について 

（1） 入学金２００,０００円は、１月３１日（木）から２月１４日(木)午後２時までに本校ホーム 

ページ内の「入学手続きはこちら」からログインして、示された手順に従って納入してください。 

ログインＩＤ：受験番号  

パスワード：志願者の生年月日８桁（（例）2003年 4月 10日⇒「20030410」） 

    ※「入学手続きはこちら」は１月３１日（木）より本校ホームページに表示されます。 

（2） 期限までに納入されない場合は入学辞退となります。 

   

２ 学納金等納入について 

【平成３１年度学納金】 ※学納金は第１（入学時学納金）～４期の年間４回の納入です。 

 入 学 時 学 納 金  第２期以降学納金 備  考 

入 学 金 ２００,０００円        － 入学時のみ 

授 業 料 １０５,０００円 １０５,０００円 月額 35,000円×3ヶ月 

教 育 充 実 費 １６,５００円 １６,５００円 月額 5,500円×3ヶ月 

生 徒 会 入 会 金 １,５００円        － 入学時のみ 

P T A 入 会 金 １,０００円        － 入学時のみ 

生 徒 会 費 ２,４００円 ２,４００円 月額 800円×3ヶ月 

P T A 会 費 ３,６００円 ３,６００円 月額 1,200円×3ヶ月 

合  計 ３３０,０００円 １２７,５００円  
 

   

同窓会準会員入会金 １０,０００円        － 入学時のみ 
 

   

納 入 額 合 計 ３４０,０００円 １２７,５００円  
    

※後納金（入学時学納金納入額合計 340,000円から入学金 200,000円を差し引いた 140,000円）の納入期限は、

3 月 15日（金）を予定しております。納入方法については、出校日にお知らせいたします。 

※就学支援金制度及び授業料助成等の詳細及び申込手続き等につきましては、入学後にお知らせいたし 

ます。 

 

３ 出校日について 

（1）平成３１年３月９日（土） 午前 ９時００分  

   ※玄関入口で受験番号を確認して、該当の教室に集合してください。 

○ 当日は購入物品がありますので、保護者の方の同伴をお願いします。 

また、生徒本人がやむをえず出席できない場合は、必ず「保護者」が出席してください。 

○ 出席しない場合は、合格を取消すことがあります。 

○ 服装は、中学校の制服で出席してください。 

（2）当日持参するものは、次のとおりです。 

ア 筆記用具 

イ 配布物、購入品を持ち帰るためのカバン（教科書は自宅へ宅配、体操服は後日配布するため、 

持ち帰るのは、体育館シューズと書類程度で、大きなカバンを持参する必要ありません。） 

 



（3）指定品購入について（詳細は、「学校指定品購入のご案内」に記載） 

○ 全科共通 

   体育用品（ﾄﾚ-ﾆﾝｸﾞｳｴｱ・ｽｲﾐﾝｸﾞ用品等） 

○ 科学技術科・情報科学科 

   製図器一式 

（4）教科書販売（御問合せ先：正文館 052-931-9321） 

     ※出校日に宅配手続きをして、後日ご自宅に配送いたします。 

○ 普通科   特進・選抜コ－ス 約 33,000円 

         普通コ－ス  約 28,000円 

         スポ－ツコ－ス 約 19,000円 

○ 科学技術科・情報科学科   約 27,000円 

☆ 希望者には辞書などの販売も行います。 

  なお、電子辞書の価格は以下のとおりとなっております。 

電子辞書カシオ  AZ-SR4700edu   30,000円 

                   AZ-SR4900（英語強化モデル）34,000円 

シャープ          PW-H8000          31,000円 

（5）生徒総合保障制度の加入・相談窓口 

学校生活を安心して過ごせるよう、生徒総合保障制度の加入・相談窓口を設置いたします。 

お気軽にご相談ください。 

（6）通学定期券の購入方法は、出校日にお知らせします。 

 

４ 入学前課題について 

   入学前課題を自宅に送付します。取り組み状況の確認をしますので、推薦入学試験合格者出校日 

 に持参してください。なお、推薦入学試験合格者出校日には、春休み中に取り組む問題集が配布されます。 

国語 「中学＆高校入試 国語力を高める語彙 ワークブック」   2冊 (432円) 

英語 「基本英語ハンドブック 文法問題演習 2100」             2冊（864円） 

数学・理科 「改定 Let's Try Note 物理基礎 Vol.0 数学編」  2冊 (226円) 

社会   別紙問題用紙＋同封 600文字用紙２枚         1式 

  ※テキスト代合計 1,522 円については、出校日（3月 9日）の教科書販売時に教科書代と併せて 

お支払いいただきますのでご了承ください。 

 

５ 入学式について 

入学式は、４月６日（土）に執り行います。詳細は、出校日にお知らせします。 

 

６ 学納金（入学金）減免について 

入学者が本校卒業生の子女・孫、または、卒業生・在学生の兄弟姉妹の場合、入学後の手続 

  きにより、入学手続き時に納入した入学金の半額が返金されます。 

詳細については、入学後にご案内いたします。また、出校日配布する「名電ガイダンス」にも 

詳細を掲載いたします。 

 

７ その他 

本校には駐車場がありません。学校周辺の道路は、放置駐車車両の取締り重点地域のため路 

上駐車はできませんので、出校日、入学式には「公共交通機関」をご利用ください。近隣のパ 

ーキングは大変混み合います。 

左記の教科書販売の価格は昨年度の

ものです。正式な金額は、２月下旬頃、

ホームページに表示されます。 

 



制服・カバン・通学靴など ※各取扱店にて店頭販売します。

教科書・辞書など ※入学者出校日に宅配手続きをしていただきます。後日ご自宅に配送いたします。

「制服・カバン・通学靴」などは、名古屋市内のデパート他の各取扱店にて購入願います。
注文は冬服・夏服、同時注文となっています。

制服・通学カバン・通学靴のセット内容
セット名 セット内容

　

セット名 セット内容

男子冬セット

上衣・スラックス� （各1着）

女子冬セット

上衣・スカート� （各1着）

カッターシャツ� （2枚） ブラウス� （2枚）

ニットカーディガン〔紺〕� （1着） ニットカーディガン〔紺〕� （1着）

ネクタイ※1� （1本） リボン� （1本）

指定 通学カバン� （1個） 指定 通学カバン� （1個）

※2
指定 通学靴（1足）

本革
※2
指定 通学靴（1足）

本革
人工皮革🅐（23.0～28.0cm）

人工皮革（22.0～26.0cm）人工皮革🅑（28.5～30.0cm）

男子夏セット
半袖シャツ� （2枚）

女子夏セット
ブラウス� （2枚）

スラックス� （1着） スカート� （1着）
※1　ネクタイは、ワンタッチ・結び式のどちらかを選択できます。　※2　指定通学靴は、本革・人工皮革のどちらかを選択できます。（価格は異なります。）

制服・通学カバン・通学靴のセット価格	 希望購入品（購入は任意です）
セット名 靴の選択 価格 品名 内容 数量 価格

男子冬セット

本革 ￥78,624 男女冬ニットベスト 男女兼用 カラー：紺 1着 ￥5,184
人工皮革🅐 ￥77,220 男女夏ニットベスト 男女兼用 カラー：白 1着 ￥5,184
人工皮革🅑 ￥79,380 女子オリジナルハイソックス 校章刺繍入りカラー：紺 1足 � �￥864

男子夏セット ー ￥23,652 女子ハイソックス カラー：紺 1足 � �￥648

女子冬セット
本革 ￥72,792 ※価格など詳細は取扱店におたずねください。

人工皮革 ￥70,632
女子夏セット ー ￥27,864

取扱店
松坂屋 名古屋三越 名鉄百貨店 ナゴヤ学生服

注文受付場所

【特別受注会】
南館8階マツザカヤホール
2月2日（土）～11日（月・祝日）
11日（月・祝）18：00閉場
（売場移転）
1月16日（水）から5月31日（金）まで
　南館８階　学生服特設会場
6月1日（土）より
　本館８階　学生服売場にもどります。
営業時間：10：00～19：30

名古屋市中区栄３-16-１
　052-264-2271

栄店７階学生服売場
名古屋市中区栄３-5-１
学生服直通ダイヤル
　052-252-3650（栄・星ヶ丘店共通）
営業時間：�10：00～19：30

星ヶ丘店８階
学生服特設会場
1月30日（水）～4月8日（月）
名古屋市千種区星が丘元町14-14
学生服直通ダイヤル
　052-252-3650（栄・星ヶ丘店共通）
営業時間：�10：00～19：00

本館７階
学生服売場
名古屋市中村区名駅1-2-1
　052-585-2524
営業時間：�10：00～20：00

【制服受注会】
吹上ホール9階（展望ホール）
2月11日（月・祝日）10：00～15：00
【店頭販売】
八事本店
名古屋市昭和区滝川町47-48
　052-832-1616
営業時間：�10：00～19：00
水曜定休
※必ず電話予約をお願いします。
東店クリシェ
名古屋市東区主税町４-32
　052-936-4405
営業時間：�10：00～18：00
土曜定休
※必ず電話予約をお願いします。

注文受付締切日

推薦入学者 2月28日（木）までに下記の各取扱店にてご注文ください。

一般入学者
3月21日（木）までに下記の各取扱店にてご注文ください。
※3月20日（水）に学校採寸を行います。
（松坂屋・ナゴヤ学生服の2店のみ）

「教科書」、「辞書」などは、入学者出校日に購入願います。なお、「教科書」以外の購入は任意です。

推薦入学者出校日：3月9日（土）午前
一般入学者出校日：3月20日（水）午後
※価格はすべて消費税込価格です。学校指定品購入のご案内



体育用品 ※入学者出校日に校内で販売します。

その他の学用品 ※入学者出校日に販売します。

❶～❹は全員購入し、❺、❼は男子が、❻～❽は女子が購入してください。
❾、❿の購入は任意です。
・代金は申込の際にお支払いください。
・スイミング用品、トレーニングウェアは、当日、用意してあるサイズ見本で試着し、
��申込書で注文してください。
・トレーニングウェアは、すべて個人名を刺繍しますので、サイズ交換ができません。
��サイズはしっかりと確認してから注文してください。
・表記サイズ以外は、採寸しての別注となりますので、当日、受付場所で採寸して
��から注文してください。

●トレーニングウェア取扱店
丸丹スポーツ
栄東店：名古屋市中区栄4-13-3
　Tel.（052）251-1713	Fax.（052）251-1712
　営業時間9：30～19：00　火曜定休
外商部：名古屋市中区栄4-13-3
　Tel.（052）251-1711	Fax.（052）251-1712
　営業時間9：30～19：00　土・日定休

指
定
購
入
品

体育用トレーニングウェア

❶トレーニングウェア
シャツ価格 ¥8,800（BIGサイズ￥9,700）

5L以上と別寸が
BIGサイズ価格です。

パンツ価格 ¥5,800（BIGサイズ￥6,500）
❷夏期半袖シャツ　価格 ¥2,800（BIGサイズ￥3,100）
❸ハーフパンツ　価格 ¥4,700（BIGサイズ￥5,400）

サイズ SS S M L LL 3L 4L

身　　　　長 男女�cm 155～165 160～170 165～175 170～180 175～185 180～190 185～195

ウ　エ　ス　ト 男女�cm 66～74 70～78 74～82 78～86 82～90 86～94 90～98

胸 囲 男女�cm 76～84 82～90 88～96 92～100 96～104 100～108 104～112

体育館シューズ
❹体育館用上履きシューズ 学年別カラーライン入り　サイズ各cm　¥3,600

水着

❺男子用水着
ナイロン80％
ポリウレタン20％

価格 　¥2,500 ¥2,800 ¥3,200
サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L 6L 完全別注

ウエスト cm 68 72 75 80 90 100 110 120 130 採　寸

❻女子用水着
ナイロン80％
ポリウレタン20％

価格 ¥4,100 ¥4,600 ¥5,100
サイズ SS S M L LL 3L 4L 5L 6L 完全別注

バスト cm 73 77 83 88 94 100 110 120 130

採　寸ウエスト cm 54 58 62 66 70 74 78 82 86

ヒップ cm 78 85 88 95 100 110 120 130 140

❼プールキャップ ブラックL（54cm～59cm） ¥400
❽女子水着用パット S M L LL ― ¥600

任
意
購
入
品

購入は任意です。
❾男子サポーター ¥600（3L～5L ￥650）
❿ゴーグル（男女） ¥1,000

科学技術科・情報科学科用
製図器一式 ¥7,300 大附通商（株）　☎（052）263-4571


