
このご案内は学校 HP からもご覧いただけます。 

受験生の皆様へご連絡      

 

このたびは、立命館慶祥中学校へのご出願ありがとうございました。 

下記、受験に際し 

①「送迎について」 ②「受験者入口」 ③「当日の保護者説明会」 ④「合格手続き書類お渡しについて」 ご案内

いたしますのでご確認ください。保護者の皆様にはご協力いただきますことが多くなりますが、受験生の安全のため、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

①送迎について 

 朝 8：00 から入校可能（８:00 以前は入校できません） 受験生は最終 8：30 までに入室 

当日ご家庭の車で受験生を送られる保護者の皆様へ 

・下記地図の「臨時駐車場入口」よりお入りください。警備員の誘導に従ってお進みください。一旦入られますと 8：

30 まで出られません。交通渋滞緩和のためご協力をお願いいたします。 

 ・不都合があり 8：30 まで待てない方のみ下記地図の「ドライブスルー入口」よりお入りください。警備員の誘導に従

ってお進みください。この場所では降車してすぐにドライブスルー出口から出ていただき駐車はできません。 

当日の入校地図 

 



 

ご家庭の車で受験終了に合わせてお迎えになられる保護者の皆様へ（校内に残られている方を除く） 

・1/8 は 12：15～12：45 の間にお越しください。ただし校舎への入校は 12：55 以降です。（12：55 以前は試験中につ

き入校はできません）それまでお車で待機をお願いします。 

・1/9 は 13：40～14：10 の間にお越しください。ただし校舎への入校は 14：20 以降です。（14：20 以前は試験中につ

き入校はできません）それまでお車で待機をお願いします。 

 

受験生との合流場所は下記をご覧ください。 

・1/8 は 13：20 以降に受験生の合流場所への誘導が始まります。 

合流場所 受験番号 

2 階アリーナ 1001 番～1094 番 

1 階サブアリーナ 1095 番以降の 1000 番台・5000 番台 

 

・1/9 は 14：25 以降に受験生の合流場所への誘導が始まります。  

合流場所 受験番号 合流場所 受験番号 

2 階アリーナ 1001 番～1094 番 高校棟 1 階  第 15 会場  3075 番～3097 番 

1 階サブアリーナ 1095 番以降の 1000 番台 高校棟 1 階  第 16 会場 3099 番～3116 番 

高校棟 1 階  第 11 会場 3001 番～3018 番 高校棟 1 階  第 17 会場 3117 番～3134 番 

高校棟 1 階  第 12 会場 3019 番～3036 番 高校棟 1 階  第 18 会場 3135 番～3154 番 

高校棟 1 階  第 13 会場 3037 番～3055 番 高校棟 1 階  第 19 会場 3155 番～3166 番 

高校棟 1 階  第 14 会場 3056 番～3074 番  

 

スクールバスでお越しになる保護者の皆様へ 

・学校 HP には 12/27 にバスダイヤを掲載予定です。（現在掲載されているものではありませので、ご注意ください） 

受験生が乗車できない教職員用バスがあります。ご注意ください。 

 

スクールバスで受験終了に合わせてお迎えにお越しになる保護者の皆様へ 

バスで帰る受験生は合流場所に向かいません。試験終了後「バスで帰る人」の呼びかけで、退室するようお子様にお

伝えください。1000 番台・5000 番台受験生はアリーナ玄関から、3000 番台受験生は高校玄関から出てきます。 

 

②受験生入口について 

1/8 は全受験生がアリーナ玄関 

1/9 は 1000 番台はアリーナ玄関、3000 番台は高校玄関 

 



 

全体を通しての諸注意 

・前日下見は実施いたしません。 

・入試会場では、休み時間毎に換気を行います。入試会場内が寒くなりますので防寒対策をしてお越しください。 

・上着着用のまま受験することは可能です。暑くなり脱ぐ場合には後ろを向くことはできません。挙手し、試験監督に

サポートしてもらうこととなります。受験生本人が着脱しやすい洋服をお勧めいたします。 

・脱いだ上着をひざ掛けにする、ひざ掛けを持参し使用することはできません。 

・説明会・校内にお迎えにいらっしゃる場合は必ず保護者の方も上履きをお持ちください。 

 

③保護者説明会についてのご案内 

入試速報を含めた学校説明を校内および Zoom にて開催いたします。 

Zoom をご希望の方は、下記のリンクをクリックしてウェビナーに参加してください。スマートフォンでも視聴可能です。 

1/8・1/9 ともに同じ URL です。 

下記のリンクをクリックしてウェビナーに参加してください： 
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/97775579536 
ウェビナーID：977 7557 9536 
メールアドレス登録画面や ID 入力画面が出た場合はご自身のメールアドレスや上記 ID をご入力ください。 

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/97775579536


今回はウェビナー開催ですのでご自身のお名前や画面は映りません。 

双方の通信状態により音声が聴こえにくい、回線が不安定になるなどの可能性があることをご了承ください。万が一

回線が途切れた場合は、再入室してください。 

 

1/8 のスケジュール 

8：35～ 朝の受験生向け諸注意・受験生の状況・大学合格速報（高校教頭） 

9：30～ 中学入試速報・中学の 3 年間（中学教頭） 

10：45～ 慶祥生が語る！リアル慶祥！！（高校 SP 担任） 

11：55～ どうなってる！？慶祥の研修旅行（主幹） 

1/9 のスケジュール 

8：35～ 朝の受験生向け諸注意・受験生の状況・大学合格速報（高校教頭） 

9：30～ 中学入試速報・学校説明（中学教頭） 

10：45～ 社会科✖医学部講座（主幹） 

11：55～ 高校の 3 年間（高校教頭） 

12：55～ 気分は慶祥生！本物の理科実験・理数教育（マイスターティーチャー） 

昼食休憩の時間はございませんが、休み時間に軽食をお取りいただいて構いません。ただし感染予防に十分ご注意

ください。 

 

④1/12 合格手続き書類お渡しについて（アスティ 45 内 16 階 ACU にて） 

合格発表は、1/12 の 10 時より学校 HP にて個人の ID・パスワードでログインしてご確認ください。（マイページではな

く学校 HP からお願いいたします）なお、一般入試における SP コースの認定可否は、書面のみにてご確認いただくこ

とになります。 

当日は感染予防対策のため、下記受験番号ごとに合格書類の配付時間が決まっております。下記時間内にご来場く

ださい。また、進路最終相談を同時開催いたします。 

当日は、ACU との綿密な打ち合わせの元、感染予防対策には十分配慮し開催いたします。 

≪当日の合格書類配付時間≫ 

配付時間 受験番号 

12：00-12：30 3001 番～3040 番 

12：30-13：00 3041 番～3080 番 

13：00-13：30 3081 番～3120 番 

13：30-14：00 3121 番～3160 番 

14：00-14：30 3161 番以降・5000 番台・1001 番～1020 番 

14：30-15：00 1021 番～1060 番 

15：00-15：30 1061 番～1100 番 

15：30-16：00 1101 番～1140 番 

16：00-16：30 1141 番以降 

※配付時間内にご来場ください。時間よりも前のご到着はご遠慮くださいますようお願いいたします。 

 

1/8・1/9 入試説明会、1/12 合格発表時に皆様とお会いできることをお待ちしております。 


