
2021 年度入学生 

入学のご案内 

 

推薦入試（単願） 一般入試（単願） 推薦入試・一般入試（併願） 

1 月 28 日（木）・29 日（金） 2 月 5 日（金） 3 月 9 日（火） 

時間： ９：００ ～ １５：００ 

会場： 浦和麗明高等学校 事務室 

※お支払いされた入学金等の返金には応じられませんので、ご了承ください。 

※推薦入試（併願）で合格された方で 1 月 28 日（木）15 時までに入学金のお支払いをさ

れた方につきましては、1 月 28 日（木）・29 日（金）に入学手続きと制服等採寸を行っ

てください。 

※当日は混雑が予想されます。基本的には各ご家庭のご都合にお任せいたしますが、でき

る限り、特選コースの方は午前中、特進コースの方は午後にご来校いただきますよう、

お願い申し上げます。 

 

 

持ち物 

・ 受験票 （印刷したもの、もしくはダウンロードしたもの） 

・ 入学金納入控 （コンビニ決済控、支払完了のお知らせメール等） 

※ 必ずご来校の上、入学手続を行ってください。 

 

 

 

推薦入試（単願） 推薦入試（併願）・一般入試（単願・併願） 

2021 年 1 月 28 日（木）・29 日（金） 2021 年 3 月 9 日（火） 

時間： ９：００ ～ １５：００ 

会場： 浦和麗明高等学校 体育館 

持ち物： 筆記用具 上履き 

※ 必ずご来校の上、制服等採寸を行ってください。 

※マスクの着用・手消毒のご協力をお願いします。 

以下の(1)～(3)の場合本校へご連絡いただきますようお願いいたします。 

(1) 新型コロナウイルス感染症に罹患し、保健所から指示された自宅療養期間に該当 

する場合 

(2) 感染者との濃厚接触者と保健所から特定され、指示された経過観察期間に該当する 

場合 

(3) 37.5℃以上の熱がある場合や、体調が優れない場合 

入学手続 

制服等採寸 

入学手続期間 



 

 

2021 年度入学生 

制服・指定購入品のご案内 

 

 

 

【お支払い】 

通学靴、上履き、体育館履き、グラウンド履きは採寸日当日に現金でお支払いいただきます。 

その他は全て代金引換配送（現金）となりますので、配送日までに代金をご準備ください。 

    【お届け時期・方法】 

【制服・バッグ】 冬服・３月下旬 夏服・５月下旬（ご自宅に配送） 

【体操服・靴】  3 月下旬 （ご自宅に配送） 

 

 

【女子冬服・バッグ・靴】 

品名 税込価格 取扱業者 購入方法 備考 

冬セーラー 27,467 

そごう・西武 代金引換配送 

必須購入品 

冬スカート 17,424 必須購入品 

冬リボン 2,057 必須購入品 

冬ソックス 968 必須購入品 

冬ソックス 5 足組 4,538 希望購入品 

オーバージャケット 22,990 希望購入品 

冬カーディガン 10,648 希望購入品 

指定バッグ（傘袋付） 12,705 必須購入品 

コート 27,830 4 月購入可 

通学靴（合皮・黒） 4,400 アサヒシューズ 
採寸日現金 

希望購入品 

通学靴（ハルタ 合皮・黒） 5,500 丸広 希望購入品 

 

【女子夏服】 

品名 税込価格 取扱業者 購入方法 備考 

夏半袖セーラー 10,164 

そごう・西武 代金引換配送 

必須購入品 

夏長袖セーラー 10,648 4 月購入可 

夏スカート 16,940 必須購入品 

夏オプションスカート 16,940 4 月購入可 

夏リボン 2,057 必須購入品 

夏ソックス 968 必須購入品 

夏ソックス 5 足組 4,538 希望購入品 

サマーカーディガン 10,648 希望購入品 

代金のお支払い、お渡し方法 

制服・バッグ・靴 購入品

価格表 



 

  【男子冬服・バッグ・靴】 

品名 税込価格 取扱業者 購入方法 備考 

上衣 31,702 

そごう・西武 代金引換配送 

必須購入品 

冬スラックス 16,577 必須購入品 

長袖シャツ（白） 5,566 必須購入品 

オプション長袖シャツ（青） 5,566 4 月購入可 

ネクタイ 2,662 必須購入品 

ソックス 968 必須購入品 

ソックス 5 足組 4,538 希望購入品 

ベルト 2,420 必須購入品 

冬カーディガン 11,132 希望購入品 

指定バッグ（傘袋付） 12,705 必須購入品 

コート 27,830 4 月購入可 

通学靴（合皮・黒） 4,400 アサヒシューズ 
採寸日現金 

希望購入品 

通学靴（ハルタ 合皮・黒） 6,490 丸広 希望購入品 

 

【男子夏服】 

品名 税込価格 取扱業者 購入方法 備考 

夏スラックス 15,609 

そごう・西武 代金引換配送 

必須購入品 

半袖シャツ（白） 5,445 必須購入品 

オプション半袖シャツ（青） 5,445 4 月購入可 

サマーカーディガン 11,132 希望購入品 

 

 

 

 

   【体操服・靴】 

品名 税込価格 取扱業者 購入方法 備考 

ジャージ上 6,100 

トンボ 代金引換配送 

必須購入品 

ジャージ下 4,900 必須購入品 

T シャツ（２枚） 6,200 必須購入品 

ハーフパンツ 3,100 必須購入品 

ウィンドブレーカー（上） 6,400 必須購入品 

ウィンドブレーカー（下） 4,600 4 月購入可 

上履き 2,100 

アサヒシューズ 採寸日現金 

必須購入品 

体育館履き 3,550 必須購入品 

グラウンド履き 3,550 必須購入品 

 

 

体操服・靴 購入品 


