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2022年 1 月 28 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

入試事務局 

§1 入学までの流れ 
 
入学の手続きから，入学式までの流れについて概要をお知らせします。必要書類などは関連の

項目をご覧いただき，表中の期日までにお手続き下さい。 
★＝「書類提出用封筒」で郵送（【新高 1内進生】は現担任に提出）していただくもの 
☆＝Webフォーム iに入力いただくもの 

 【新中 1】 
【新高 1】 

内部推薦 11月入試 1 月入試 2 月入試 

§2入学金の納入 
1/12 
～ 1/14 の
17:00 

 ～12/10 
～2/26ii 

1/28 
～2/4iii 
～2/26iv 

~3/19v 

★入学金入金完了メールに
受験番号を記入したもの 

～2/10必着  ～3/22必着  

★「入学金振込受付証明書」
（用紙 1の A票） 

   ～3/22必着 vi 
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 【新中 1】 
【新高 1】 

内進生 vii 高入生 viii 
§3振替口座の準備 
★「預金口座振替申込書（学校提出用）」（差
込） 

★～2/10 必着  ★~3/22 必着
ix 

§4「高等学校等就学支援金申請書類」 
 ～3月末〒受取 

4/7提出 
§5奨学金のご案内 3 月下旬～Web版で確認 
§6保証人登録の手続き 
★「誓約書」（用紙 2） 

★～2/10 必着 
☆～2/10 

★3/8 提出 ★~3/22必着 
☆～3/22 

§7個人情報に関する諸手続き 
★「家庭調査票」（用紙 3） 
★「住民票」もしくは「住民票記載事項証明書」 
☆個人情報の取扱いに関する同意 

   

§8保健関係の諸手続き 
★「保健調査票・安全管理カード」（用紙 4） 
☆日本スポーツ振興センターへの加入の同意 

   

「運動器検診問診票」（用紙 5） 
「学校心電図検査調査票」（用紙 6） 

4/8提出 

「結核検診問診票」（用紙 7） 4/8提出   
§9新入生説明会・プレガイダンスへの参加 2/12 3 月下旬～Web版で確認 

§10 入学前課題 
～2 月末〒受取 
4/8提出 

～2月末学校渡し 
4/8提出 

～2 月末〒受取 
4/8提出 

§11 芸術科目の選択と教科書の購入 
☆芸術科目の選択 

 2 月下旬Web 版確認（副教材） 
☆～3/22 
～3/26振込（副教材） 
3 月下旬Web 版確認（教科書） 
3 月下旬振込（教科書） 
4/9学校渡し（教科書/副教材） 

§12 副教材の購入 
★「ゆうパック伝票」（差込）【中学のみ】 

★～2/10 必着 
～2/25 振込 
3 月～〒渡し 

★「白衣購入申込書」（差込）  ★2月末提出 ★4/9 提出 
§13 タブレット型ノート PC の購入 『入学のしおり』冊子版とともに郵送した「パ

ソコン斡旋販売のご案内」もご確認ください §14 デジタル端末の準備 

§15 制服・上靴・体操着の購入 
～3/13購入 
順次〒渡し 

1/29～3/21xi購入 
順次〒渡し 

体操着は 4/7学校渡し 
§16 通学定期券の購入   
【JR 列車定期券購入の方のみ】 ☆～2/10 ☆～3/8 ☆～3/22 
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☆「通学証明書」発行申込 4/7発行 3/18 発行 4/7発行 
§17 健康観察の記録 
☆新入生健康観察チェック 

3/24～ 

§19 入学式 
「検温票（保護者来校用）」 

4/7提出 

§20 教科書の配布 4/8  
§21 立命館生徒総合保障制度への加入手続
き（任意） 

～3/31 

 

i 次の QRコードまたは URL で表示されるWeb ページ。 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bP5UtiJfzl1du6m3SOkEfirG1qVGp9k68StQoV
c_UcacrA/viewform?usp=sf_link 
ii 11 月入試の SP 認定者の手続き期限です。 
iii SP 推薦，一般推薦，特別推薦，首長推薦の各入試合格者の手続き期限です。 
iv 全国一般，帰国 1 月の各入試合格者の手続き期限です。 
v 一般入試で公立高校 2 次募集に出願される場合は延納することができます。ご希望の際は事前
にご相談下さい。 
vi 遅れる可能性がある場合は，3 月 18 日 17：00までに事務室（011-381-8888）へご連絡下さ
い。 
vii 内進生とは，立命館慶祥中学校から内部推薦入試を経て，立命館慶祥高等学校へ入学する生徒
のことです。 
viii 高入生とは，立命館慶祥高等学校へ入学する内進生以外の生徒のことです。 
ix 預金口座振替申込書（学校提出用）が遅れる場合，5月に 2 ヵ月分の学費を引落しさせて頂き
ます。 
xi 海外・道外に在住で期間中に購入できない方は，販売期間を延長いたしますが，サイズ等の準
備がありますので早めに取扱店へご連絡下さい。 

                                                      

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bP5UtiJfzl1du6m3SOkEfirG1qVGp9k68StQoVc_UcacrA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7bP5UtiJfzl1du6m3SOkEfirG1qVGp9k68StQoVc_UcacrA/viewform?usp=sf_link
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§2 入学金の納入 
 
入学を希望する場合は，下記の要領で入学金を納入して下さい。期間内に納入がなかった場合

は，入学の意思がないものとして取り扱います。なお，納入された入学金は理由の如何を問わず
返金いたしませんのでご了承下さい。 
 

 
【新中 1】 

【新高 1】高入生 
11月入試 1 月・2月入試 

入学金 350,000 円 

納入方法 

Webでのクレジットカード 1決済 
①出願時に登録したマイページにログイン 
②Web 出願の「入学金決済」をクリック 
③決済完了後に学校から送信される「入学金
入金完了メール」を印刷し，右上の余白に受
験番号を記入したものが提出書類となりま
す。 

銀行振込 
『入学のしおり』冊子版綴じ込み
の「入学金振込依頼書」（用紙 1）
を使ってお振込下さい。銀行から
受け取った『入学金振込受付証明
書」（A票）が提出書類となります。 

 
  

                                                      
1 クレジットカードは，VISA・Master・JCB・AMEX・Diners が使用できます。別途，事務手
続料が必要となります。 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§3 振替口座の準備（＝学費・諸経費・諸会費とその納入） 
 
1. 学費 
本校では計画的，安定的に教育活動を推進するとともに，保護者の皆様の利便性を考慮し，授

業料および教育充実費を月額制としております。入学金，授業料，教育充実費は毎年見直しを行
うこととしており，2022年度は以下の通りです。授業料と教育充実費を指定された期日（5 納入
方法を参照）までに納入していただきます。なお，新高 1 内進生は高校進学時には入学金を徴収
いたしません。 

2022年度の入学金・授業料・教育充実費（※年間合計金額） 
 入学金 2 授業料 教育充実費 初年度納入金 

【新中 1】 
【新高 1高入生】 

350,000 円 690,000 円 78,000円 1,118,000円 

【新高 1内進生】  690,000 円 78,000円 768,000 円 

 
2. 諸経費 
教育活動に必要な諸経費は以下のとおりです。4 月の振替日に納入していただきます。詳細は

入学後に連絡します。 
① 学級・行事費，学校健康共済掛金，生徒証代金，クラス写真，芸術鑑賞等の代金 
② 進路指導費，模擬試験受験料など 
③ その他（年度途中で必要となった教材費・試験料をお支払いいただく場合があります。） 
  

                                                      
2 入学金は口座振替されません。§2 入学金の納入を参照して下さい。 
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3. 諸会費 
生徒の入学に伴い，保護者の方には「立命館慶祥中学校・高等学校保護者会」と「立命館慶祥

中学校・高等学校教育振興会」の会員になっていただきます。これらの会は保護者の連携や本校
生徒の教育活動の支援を目的に運営されています。是非積極的にご参加下さい。なお，１家族１
会員となりますので，兄弟・姉妹で在籍する場合は１会員分の会費納入（長子からの引落し）と
なります。4月の振替日に納入していただきます。 
 

2022年度の諸会費（※年間合計金額） 
 保護者会費 教育振興会費 生徒会入会費 生徒会費 

【中学】 7,200 円 12,000円 2,000 円 4,800 円 
【高校】 7,200 円 12,000円 2,000 円 7,200 円 

 
4. 納入手続 
学費，諸会費および諸経費は，北洋銀行（本校指定金融機関）の預金口座から振替方式で納入

していただきます。 
 

(ア) 北洋銀行の口座の準備 
北洋銀行本・支店に口座の開設をして下さい。なお，すでに口座をお持ちの方は新規に
開設する必要はありません。 

(イ) 預金口座からの振替依頼 
次のいずれかの方法で預金口座からの振替を依頼して下さい。 
① Web による振替依頼 
（口座名義人が docomo・au・SoftBank のスマートフォンをご利用の場合に限ります） 

 スマートフォン，口座名義人の本人確認書類（運転免許証，マイナンバーカード），
受験番号，口座情報を確認できるもの（北洋銀行の通帳またはキャッシュカード）
をご準備の上，『入学のしおり』冊子版とともに郵送した「AIRPOST（Web による
振込依頼）ご利用ガイダンス」をご覧いただき，お手続き下さい。 

② 「預金口座振替依頼書」を北洋銀行の窓口に提出 
『入学のしおり』冊子版の差込別紙「預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入

の上（6「預金口座振替依頼書・振替申込書」の記入方法を参照），北洋銀行の窓口
にご提出下さい。銀行確認印が押印された「預金口座振替申込書（学校提出用）」を
期日までに提出して下さい。 
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5. 納入方法 
学費は月額制の分割納入となります。ただし，諸会費は 4 月に一括納入となります。４月上旬

頃に年間通しての毎月の納入費目・金額の明細をお送りしますので，振替日前日までに銀行口座
へご入金下さい。 
 
【中学】 

口座振替日 3 4 月 25 日 毎月 27日 2 月 25 日 4 3 月 合 計 

授業料 57,500 57,500 115,000 －－－ 690,000 
教育充実費 6,500 6,500 13,000 －－－ 78,000 
小 計 64,000 64,000 128,000 0 768,000 

諸会費 5 

保護者会費 7,200 －－－ －－－ －－－ 7,200 
教育振興会費 12,000 －－－ －－－ －－－ 12,000 
生徒会費 6 6,800 －－－ －－－ －－－ 6,800 
小 計 26,000 0 0 0 26,000 

諸経費 7 別途 別途 別途 0 別途 

合 計 
90,000 

+諸経費 

64,000 

+諸経費 

128,000 

+諸経費 
0 

794,000 

+諸経費 
 
  

                                                      
3 土・日・祝日である場合はその翌営業日となります。 
4 2 月と 3 月の 2 ヶ月分は，2月に一括振替となり，3月は請求いたしません。 
5 １年間の会費全額を 4 月に一括振替となります。 
6 入会金 2,000円＋年会費 4,800 円，合計 6,800円です。 
7 学級行事費や進路指導費などです。年度，学年によって異なりますが，1万数千～3 万円程度
です。金額が確定次第，別途お知らせします。1年間分を 4 月に一括振替とします。5月以降に
任意で受験する模試や夏・冬の講習費用等が発生した場合には，授業料・教育充実費と共に請求
します。 
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【高校】 

口座振替日 8 4 月 25 日 毎月 27日 2 月 25 日 9 3 月 合 計 

授業料 57,500 57,500 115,000 －－－ 690,000 
教育充実費 6,500 6,500 13,000 －－－ 78,000 
小 計 64,000 64,000 128,000 0 768,000 

諸会費 10 

保護者会費 7,200 －－－ －－－ －－－ 7,200 
教育振興会費 12,000 －－－ －－－ －－－ 12,000 
生徒会費 11 9,200 －－－ －－－ －－－ 9,200 
小 計 28,400 0 0 0 28,400 

諸経費 12 別途 別途 別途 0 別途 

合 計 
92,400 

+諸経費 

64,000 

+諸経費 

128,000 

+諸経費 
0 

796,400 

+諸経費 
 
  

                                                      
8 土・日・祝日である場合はその翌営業日となります。 
9 2 月と 3 月の 2 ヶ月分は，2月に一括振替となり，3月は請求いたしません。 
10 １年間の会費全額を 4 月に一括振替となります。 
11 入会金 2,000円＋年会費 7,200 円，合計 9,200円です。 
12 学級行事費や進路指導費などです。年度，学年によって異なりますが，1万数千～3 万円程度
です。金額が確定次第，別途お知らせします。1年間分を 4 月に一括振替とします。5月以降に
任意で受験する模試や夏・冬の講習費用等が発生した場合には，授業料・教育充実費と共に請求
します。 
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6. 「預金口座振替依頼書」の記入方法 
2 枚複写ですので，はがさないで 2 枚とも口座のある，あるいは口座開設の北洋銀行の窓口に

提出し，2 枚目の「預金口座振替申込書（学校提出用）」を受け取って下さい。 
《記入例》 
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2022年 3 月 18 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§4 高等学校等就学支援金の申請【新高 1】 
 
この制度は，全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため，授業料に

充てる高等学校等就学支援金を生徒に支給し，家庭の教育費負担を国が支援する制度です。（国か
らの授業料支援で返済は不要です）。 
ご案内文をお読みいただき，記入例をもとに，提出書類に必要事項をご記入いただいたものを，

ご案内文に記載されているようにご提出ください。 
 
以下，ご参考までに 2021 年度の場合について記します。 

 
1. 支給対象 
保護者等の年収の合計が以下に該当する場合，就学支援金が支給されます。 
① 算定基準額が 154,500円以上 304,200円未満（年収 590～910 万円未満程度）の世帯 
② 算定基準額が 154,500円未満（年収 590 万円未満程度）の世帯 
年収はあくまで目安であり，具体的な所得確認の基準は，保護者等の所得について，市町村民

税に係る課税総所得金額，課税退職金額及び課税山林所得金額等の合計額（課税所得額（課税標
準額）に相当）に 100 分の６を乗じた額から，市町村民税の調整控除額を控除した額です。13 
【計算式】 市町村民税の課税標準額×６％ － 市町村民税の調整控除の額 

 
2. 支給額と支給方法 
① 算定基準額が 154,500円以上 304,200円未満の世帯は，月額 9,900 円（年間 118,800 円） 
② 算定基準額が 154,500円未満の世帯は，月額 33,000 円（年間 396,000 円） 
支給開始以降，授業料から支給額を減額します。支給開始の時期は改めて保護者様あてに郵送

でお知らせいたします。 
  

                                                      
13 所得確認の基準は 2020 年 7月から，令第 1条第 2 項に定める保護者等の算定基準額を用いて
います。 

https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220318_siori_shienkin_annai.pdf
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220318_siori_shienkin_kinyurei.pdf
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220318_siori_shienkin_teishutsu.pdf
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220318_siori_shienkin_annai.pdf
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3. 申請方法 
 申請される方は次の（1）（2）両方を，必要書類とともにお送りした専用封筒（ダウンロードし
た申請書類を提出する場合は，ご家庭で用意した封筒）に入れ封をし，入学式で発表されるクラ
スと生徒氏名を記載して，入学式の日に事務室前の専用箱へ投入してください。当日までに提出
できない場合は，事務室「就学支援金担当」までご連絡ください。 
（1）様式第 1 号 高等学校等就学支援金受給資格認定申請書（両面） 
（2）個人番号カード（写）等貼付台紙（次のいずれか 1 点を貼付） 

a.「個人番号カード（写真付き）」（コピー）14 
b.「通知カード」（コピー）15 
c.個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 

 
※提出が遅れた場合や，書類に記載もれなど不備がある場合（例えば，個人番号での税額照会が
できなかった場合は課税証明書を提出していただき再審査となります）は，支給開始時期が遅れ
ます。 
※審査について 提出された個人番号を基に，北海道が税額照会を行い審査します。 
※提出された書類は返却できませんのでご了承ください。 
  

                                                      
14 個人番号カードとはマイナンバーカードとよばれるものです。 
15 記載事項（氏名，住所，生年月日，性別，個人番号）に変更がない場合，または，デジタル手
続法の施行日（2020 年 5月 25 日）以前に通知カードの変更手続きが完了している場合に限りま
す。 
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2022年 3 月 18 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§5 奨学金のご案内 
 
公的な奨学金のほかに，本校独自の「学校法人 立命館」と「本校 保護者会」が設立した奨

学金制度があります。家計の急変等，経済的に修学が困難となった生徒の学業継続を援助する制
度です。 
前年度に募集のあったものをご案内としおりに掲載しましたので，参考としてご覧ください。

募集時期になりましたら，対象学年へ Classi（入学後にご案内する学校からの連絡ツール）にてお
知らせいたします。 
 

§6 保証人登録の手続き 
『入学のしおり』冊子版に綴じ込まれている「誓約書」（用紙 2）に必要事項をご記入の上，期

日までにご提出下さい。保護者として登録した方を「学費負担者」とし，同時に生徒の学校生活
の保証人とします。保護者が遠隔地にお住まいの場合のみ，身元保証人として副保証人を立てて
下さい。 
 
  

https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220318_siori_shogakukin_annai.pdf
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220318_siori_shogakukin_shiori.pdf
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2022年 1 月 28 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
新中 1・新高 1 学年 

§7 個人情報に関する諸手続き 
1. 「家庭調査票」の提出 
『入学のしおり』冊子版に綴じ込まれている「家庭調査票」（用紙 3）に必要事項をご記入の上，

期日までにご提出下さい。本校では生徒氏名等のデータをコンピュータに登録し，卒業時まです
べてコンピュータで処理します。入学後の名薄等，事務処理では JIS 規格第二水準までの漢字を
基本に使用しますので，家庭調査票に記載された文字と異なる場合があることをご了承下さい。 
《記入上の注意》 
① 学費請求等学校からの郵送物は「保護者」登録していただいた方にお送りいたします。 
② 郵送先が日本以外で，保護者氏名（宛名）が日本語表記以外の場合，ローマ字で氏名表記を

お願いします。 
③ 住所はマンション等家屋名・室番号までご記入下さい。 
④ 外国人氏名の「生徒氏名」は母語に近い読み方のカタカナ，または人名漢字に登録された漢

字でご記入下さい。 
⑤ 本校では，在日外国人の方の通称使用も認めております。通称使用を希望する場合は「通称

名使用届」の提出が必要となりますので，事務室までお問い合わせ下さい。 
⑥ 生年月日は西暦でご記入下さい。 
⑦ 副保証人は保護者が遠隔地に居住している場合のみ，ご記入下さい。 
⑧ E-mail のアドレスをお持ちの方はご記入ください。（特に寮生の保護者） 
なお，記載事項で不明な点があった場合は，「住民票もしくは住民票記載事項証明書」の記載に合
わせた登録にします。 
 
2. 「住民票」もしくは「住民票記載事項証明書」の提出 
「家庭調査票」記載事項の確認のために「住民票」（原本）もしくは「住民票記載事項証明書」

（原本）のどちらか 16を期日までにご提出下さい。記載事項は「世帯主氏名」「生徒氏名」「生徒
生年月日」「住所」の項目が必要です。提出書類の右下部分に必ず受験番号を記入して下さい。 
 
3. 個人情報の取扱いに関する同意 
本校では次の「立命館慶祥中学校・高等学校個人情報保護方針」に沿って，生徒・保護者様の

                                                      
16 入寮する場合は，実家のもので構いません。単身赴任等で保護者と生徒が別居の場合は，「保
護者の氏名と住所」と「生徒の氏名・住所・生年月日」の 2 通の「住民票記載事項証明書」をご
提出ください。保護者が海外在住の場合は「住民票」のかわりに「在留証明書」をご提出くださ
い。 
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個人情報保護に取り組んでおります。よくお読みいただいた上で，Web フォーム（§1 入学まで
の流れ参照）にて，期日までに同意手続きをお願いいたします。 
「立命館慶祥中学校・高等学校個人情報保護方針」 
立命館慶祥中学校・高等学校（以下，「本校」という）は，個人情報の重要性を認識し，個人情

報保護方針を策定し，以下の事項を遵守し，個人情報保護の取り組みを実施，継続してまいりま
す。 
1. 法令遵守 
本校は，本校が保有する個人情報に関して適用される法令・規範を遵守します。 

2. 個人情報の取得，利用 
本校は，個人情報の利用目的を明確にした上で，その利用目的の範囲内 17に限り，適法かつ公

正な手段を用いて個人情報を取得します。また，個人情報の利用は，その利用目的から逸脱しな
い範囲とします。 
3. 個人情報の管理と提供 
本校は，適切かつ厳重に個人情報を管理します 18。原則として，本人の同意を得た場合等法令

により許される場合でない限り 19，第三者への個人情報の提供は行いません。また，個人情報に
関する不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩等を防止するために，安全対策を講じ，その維
持・改善を行います。 
4. 個人情報に関するお問い合わせの対応 
本校が保有する個人情報に関する各種お問い合わせ（個人情報の開示・訂正・削除の請求，お

よび苦情・相談）に対しては，法令の定めるところに従って，合理的な範囲で適切かつ迅速に対
応します。また，そのために必要な体制の整備に努めます。 
5. 継続的改善 
本校では，個人情報保護に関する管理の体制の仕組みについて，継続的改善を実施します。 

                                                      
17 学籍管理，履修管理，成績管理，学費情報等管理，生徒等の学修支援，生活相談，課題活動支
援，奨学金管理，保健衛生管理，生徒等の生活支援，進路に関する諸調査，進路就職情報等管
理，生徒等の進路就職支援，保護者への成績通知等，保護者との学習・生活・進路相談，入学試
験業務，入学手続業務執行，各附属校および学校法人立命館が設置する各校の各種案内物送付，
校内施設・設備の利用管理，保安管理，各種証明書発行，交流協定などによる国内外の協定校へ
の必要情報の提供，奨学事業を行う団体への必要情報の提供，卒業生で組織する団体への必要情
報の提供，生徒等の父母で組織する団体への必要情報の提供，学校法人立命館個人情報保護委員
会で認められた団体への必要情報の提供，学校評価（自己点検評価・第三者評価等），各種統計
調査，教育・研究・FD 活動，学校法人立命館が設置する各校との一貫教育指導および統計調
査，上記に関連・付随する目的 
18 生徒の個人情報は，法令および学校法人立命館個人情報保護規定に則り，漏洩・滅失・毀損等
がないよう安全に管理します。 
19 本校は，個人データの取扱を含む業務の一部を個人情報の適切な取扱に関する契約を締結した
上で，外部の事業者に委託することがあります。 
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年 月現在

入学試験合格者・保護者の皆様 
立命館慶祥中学校・高等学校 

保健室 

§8 保健関係の諸手続き 
 
1. 「保健調査票・安全管理カード」の提出 
 『入学のしおり』冊子版に綴じ込まれている「保健調査票・安全管理カード」（用紙 4）に必要
事項をご記入の上，期日までにご提出下さい。この調査は生徒の健康状態をよく知り，健康診断
の基礎資料や今後の学校活動の保健管理に利用するもので，学校保健安全法施行規則第 11 条に基
づいて提出していただくものです。 
 
2. 日本スポーツ振興センターへの加入の同意 
本校では在学中の不慮の災害に備えて，独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「セン

ター」といいます。）と災害共済給付契約を結んでいます。センターの災害共済給付は，学校の管
理下において生徒が災害に遭った場合，その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行う
制度で，加入に際しては，あらかじめ保護者の皆様の同意の下に，生徒名簿を提出することにな
っています。加入は任意ですが，本校は毎年全員に加入していただいております。Webフォーム
（§1 入学までの流れ参照）にて，同意手続きをお願いいたします。 

 
3. センター掛金と給付内容 23 
以下，ご参考までに 2021 年度の場合について記します。 
共済掛金（保護者等負担額，年額 460 円）は，4月に授業料等とともに引き落としされます。 

① 医療費：医療保険並の療養に要する費用の額の 4／10（そのうち 1／10 の分は，療養に伴っ
て要する費用として加算される分）が支給されます。初診から治ゆまでの医療費総額（医療
保険でいう 10 割分）が 5,000 円以上の場合が給付の対象となります。ただし，高額療養費の
対象となる場合は，自己負担額（所得区分により限度額が異なる。）に療養に要する費用の額
の 1／10 を加算した額が給付されます。 

② 障害見舞金：障害の程度に応じて，4,000 万円から 88 万円が給付されます。（通学中の場合
は，2,000 万円から 44 万円） 

③ 死亡見舞金：3,000 万円が給付されます。（運動などの行為と関連のない突然死及び通学中の
場合は，1,500万円） 

 

                                                      
23 独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく政令，省令，通達等に定められて
おり，上記の内容は 2021 年 12 月現在のものです。改正があった場合は，改正後の規定により
ます。 
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4. 「運動器検診問診票」の提出 
5. 「学校心電図検査調査票」の提出 
6. 「結核検診問診票」の提出【新中 1】 
本校では毎年 4 月に全校生徒を対象とした定期健康診断を実施しています。詳細につきまして

は後日お知らせいたしますが，実施に先立ち「結核検診問診票」「運動器検診問診票」「学校心電
図検査調査票」が必要となります。 
『入学のしおり』冊子版に綴じ込まれている「運動器検診問診票」（用紙 5），「学校心電図検査調
査票」（用紙 6），「結核検診問診票」【新中 1】（用紙 7）の提出に必要事項をご記入の上，期日まで
にご提出下さい。 
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2022年 3 月 18 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様

立命館慶祥中学校 

§9 新入生説明会・プレガイダンスへの参加 
 
1. 【新中 1】 
 下記日時に新入生説明会を実施いたしますので，ご参加ください。 
日 時 2022年 2 月 12 日（土）14:00～15:30 

開催方法 
オンライン(Zoom)で開催いたします。 
2 月 5日までに入学金の納入が確認された方のメールアドレス（入学試験前のWeb
登録で入力いただいたもの）へ URL を送信させていただきます。 

説明内容 一貫教育，入学前課題，学校生活，授業料納入等 
 
2. 【新高 1】 
 入学後に学校生活のガイダンスが予定されていますが，ぜひ入学前に生活ガイド（暫定版）を
ご一読ください。 
 また，白石寮・北広島寮の本校専用寮に入寮が確定される新入寮生には，入寮に関係する資料
等を郵送させていただきますので，ご確認ください。 
 
 
 

§10 入学前課題 
 
1. 【新中 1】 
 国語・算数・理科・社会・英語より課題があり，学年より「入学決意文」があります。これらは
提出用封筒とともに，2 月末までに郵送いたします。始業式の日に，クラス担任に提出して下さ
い。 
 
2. 【新高 1】 
『入学のしおり』冊子版とともに郵送した『スタディサポート活用 BOOK』で，中学校時代の

学習内容の復習を行って下さい。始業式の日に，クラス担任に提出して下さい。 

  

https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/220331_siori_guide.pdf
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2022年 3 月 11 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
教務部 

§11 芸術科目の選択と教科書の購入【新高 1】 
1. 芸術科目の選択 
 本校の教育課程では，1 年生で履修した科目（音楽または美術）を 2 年生でも継続して学習し
ます。Web フォーム（§1 入学までの流れ参照）にて，期日までに選択手続きをお願いいたしま
す。（選択者に偏りが出た場合は調整させていただくことがあります） 
 
2. 教科書の購入 
「検定教科書 定価表」（内進生用／高入生用）をご確認いただき，指定期間に取扱店 25の銀行

口座へ振込にてお支払いいただき，4月 9日ごろに学校でお渡しします。 
2022 年度採択教科書 

教科書の記号 発行者の略称 書 名 
現国 大修館 現代の国語 
言文 大修館 言語文化 
歴総 山川 歴史総合 近代から現代へ 
公共 東書 公共 
数Ⅰ 数研 数学Ⅰ ※高入生のみ 
数 A 数研 数学 A ※高入生のみ 
数Ⅱ 数研 数学Ⅱ 
数 B 数研 改訂版 数学 B 
化基 東書 化学基礎 
生基 数研 生物基礎 

音Ⅰ（選択） 教出 音楽Ⅰ Tutti+ 
美Ⅰ（選択） 日文 高校生の美術１ 

保体 大修館 新高等保健体育 
CⅠ 桐原 Heartening English Communication Ⅰ 
論Ⅰ 啓林館 Vision Quest English Logic and Expression Ⅰ Advanced 
情Ⅰ 日文 情報Ⅰ 

  

                                                      
25 文教堂新札幌 DUO 店（新札幌駅ターミナルビル DUO-1 4階）TEL（011）801-8111 

https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220311_siori_kyokasho_naishin.pdf
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/220311_siori_kyokasho_konyu.pdf
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2022年 2 月 22 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
教務部 

§12 副教材の購入 
 
本校では教科書だけでなく副教材（問題集や他の教材）も使って授業を行っています。指定期

間に取扱店 26の銀行口座へ振込にてお支払いいただき，中学は郵送で，高校はご入学後に教室に
てお渡しします。 
 
1. 【新中 1】 

(ア) 副教材郵送に必要な伝票の提出 
下記のご案内に従って振込をお済ませの方に，副教材が郵送されます。『入学のしおり』
冊子版の差込別紙「ゆうパック伝票」に必要事項をご記入の上，期日までにご提出下さ
い。 

(イ) 副教材の購入（振込） 
『入学のしおり』冊子版の差込別紙「副教材販売案内」に従って，『入学のしおり』冊子
版の差込別紙「振込用紙」を使って期日までにお振込下さい。振込をお済ませの方に，
副教材が郵送されます。 

 
2. 【新高 1】 

(ア) 白衣の購入申込 
理科の白衣を購入する場合は，『入学のしおり』冊子版の差込別紙「白衣購入申込書」に
必要事項を記入したものを，【内進生】は本校購買へお持ちください。【高入生】は 4 月
9 日の副教材受け渡し時に申し込んでください。白衣の代金は，他の副教材の代金と合
わせて期日までにお振込下さい。振込をお済ませの方に，5 月下旬に学校でお渡ししま
す。 

(イ) 副教材の購入（振込） 
「副教材販売案内」（内進生用／高入生用 ※それぞれ 2 ページ目が SPコース用）をご
確認いただき，『入学のしおり』冊子版の差込別紙「振込用紙」を使って期日までにお振
込下さい。振込をお済ませの方に，4月 9日に学校でお渡しします。 

  

                                                      
26 ㈱山幸 TEL（011）823-2055／本校購買 TEL 080-8299-8881（月～金 8：30～16：15，土
8：30～12：45） 

https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/220222_siori_fukukyozai_naishin.pdf
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/02/220222_siori_fukukyozai_konyu.pdf
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
情報部 

§13 タブレット型ノート PC の購入【中学】 
 
本校は，これまで，国際教育，理数教育，アクティブラーニング新棟を利用した ICT 教育等，

数々の先進的な実践を行ってきました。中でも，対話的で主体的な学びの追求は他校に先んじて
対応しましたが，この学びのスタイルを一層加速させるべく，2021 年 4 月に校舎内の全教室・全
フロアーに全生徒が活用することのできる Wi-Fi 環境を整備し，生徒 1 人 1 台の端末を駆使して
の，ICTを活用した授業等，様々な取り組みを更に深化させてまいりました。Classi，ロイロノー
ト，Microsoft365 等を活用することで，授業内での活用にとどまらず，朝や帰りの連絡事項の共
有，お知らせなどのプリント類のデジタル配布，家庭学習時間の管理，家庭学習課題のオンライ
ン配信および提出，ポートフォリオを使っての行事や試験の振り返り等々，様々な場面で積極的
にデジタル端末を活用した教育活動を進めてまいります。つきましては，下記の通り，学校指定
の端末（タブレット型ノート PC）を購入いただくこととなりますので，ご理解とご協力のほど，
お願いいたします。 
 
1. ご購入いただくデバイス 

Dynabook K50 タブレット型ノート PC（1 生徒 1 台） 
 
2. 機器の規格等詳細 
学校指定の端末となります。その仕様詳細については，『入学のしおり』冊子版とともに郵送し

た「パソコン斡旋販売のご案内」をご確認ください。また，購入の手続きは専用サイト 27にアク
セスして行ってください。 

以上 
  

                                                      
27 次の QRコードまたは URL で表示されるWeb ページ。 

 
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/parents/mediationsales 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
情報部 

§14 デジタル端末の準備【高校】 
 
本校は，校舎内の全教室・全フロアーに全生徒が活用することのできる Wi-Fi 環境を整備し，

生徒 1 人 1 台の端末を駆使しての，ICT を活用した授業等，様々な取り組みを更に深化させてま
いりました。Classi，ロイロノート，Microsoft365 等を活用することで，授業内での活用にとどま
らず，朝や帰りの連絡事項の共有，お知らせなどのプリント類のデジタル配布，家庭学習時間の
管理，家庭学習課題のオンライン配信および提出，ポートフォリオを使っての行事や試験の振り
返り等々，様々な場面で積極的にデジタル端末を活用した教育活動を進めてまいります。つきま
しては，下記を参考に，端末（タブレット，ノート型 PC 等）を準備いただくこととなりますの
で，ご理解とご協力のほど，お願いいたします。 
 
1. ご準備いただくデバイス（次のいずれか） 

(ア) 現在お手持ちのタブレットやノート型 PC等 
⇒OS はWindowsであることが望ましいですが，その他のスペックは推奨品と同程度の
ものでお願いいたします。 

(イ) 慶祥推奨モデルのノート型 PC 
⇒スペック等の詳細については，『入学のしおり』冊子版とともに郵送した「パソコン斡
旋販売のご案内」をご確認ください。また，購入の手続きは専用サイト 28にアクセスし
て行ってださい。 

 
2. その他 

(ア) Microsoft 製品(Word,Excel 等々)は，立命館学園在学中は無償でダウンロードできます。 
(イ) 各自で購入されたデバイスの場合，不具合の対応に限界がある場合があります。ICT ス

キルに不安がある場合には，推奨品の購入をお勧めいたします。 
以上 

                                                      
28 次の QRコードまたは URL で表示されるWeb ページ。 

 
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/parents/mediationsales 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
生徒部 

§15 制服・上靴・体操着の購入 
 
登下校および学校生活の際は，特別な指示がない限り，制服を着用してください。現時点では，

感染防止の観点から「制服または学校指定の体操着」としています。登下校時はこれら（夏服期
間外の制服着用時はジャケット・ブレザー）の上に防寒着を着用することができます。履物は登
下校時は踵を覆うもの，校舎内では指定の上靴（\3,616）を着用してください。カバンは学校指
定のものはありません。 
入学式は制服・上靴 30着用となります。体操着とあわせて，期間内に取扱店 31にてご購入下さ

い。混雑が予想されますので早めの購入をお勧めいたします。制服は中高別かつ体型別（Ⅰ型ス
カートタイプ・Ⅰ型スラックスタイプ・Ⅱ型）から選択してください。制服と上靴は郵送渡し，
体操着は入学式の日にお渡しします。なお【新高 1 内進生】の上靴と体操着は中学校で着用した
ものと同じです。 

 
1. 制服 
【中学】 

 
Ⅰ型スカートタイプ 

女性体型用 
Ⅰ型スラックスタイプ 

女性体型用 
Ⅱ型 

男性体型用 

上着 ジャケット \16,500 ジャケット \16,500 
ブレザーⅡ \23,100 

バッジ \770 

シャツ 
長袖セーラーインナー \9,350 

リボン \1,430 
長袖ボタンダウン \4,620 

ネクタイⅠ \2,090 
長袖ボタンダウン \4,620 

ネクタイⅡ \2,200 

ボトムス 
スカート \15,400 

ハイソックス（グレー） \880 
スラックスⅠ \10,450 スラックスⅡ \12,650 

 \43,560 \33,660 \43,340 
 
  

                                                      
30 コロナ禍による影響で，新入生向けの上靴の納品に大幅な遅れが生じる恐れがあります（制服
は国内生産のため問題ありません）。納品までは入学前の小学校・中学校で使用した上靴をご利
用いただけますので，ご準備をお願いいたします。 
31 札幌三越 学校制服（札幌市中央区南 1 条西 3 丁目 8 本館 10階）TEL（011）222-8755 
お支払いはご注文時に，現金・クレジット決済・お振込みのいずれかとなります。 
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【新高 1】 

 
Ⅰ型スカートタイプ 

女性体型用 
Ⅰ型スラックスタイプ 

女性体型用 
Ⅱ型 

男性体型用 

上着 
ブレザーⅠ \24,200 
ラベルピン \770 

ブレザーⅠ \24,200 
ラベルピン \770 

ブレザーⅡ \26,400 
ラベルピン \770 

シャツ 
長袖 Y シャツⅠ \4,620～ 
ネクタイⅢ（ピンク） \1,980 

長袖 Y シャツⅠ \4,620～ 
ネクタイⅢ（ピンク） \1,980 

長袖 Y シャツⅡ \4,950～ 
ネクタイⅢ（ブルー）\1,980 

ボトムス 
スカート \15,400 

ハイソックス（グレー）32\880 
スラックスⅠ \10,450 スラックスⅡ \12,650 

 \47,850～ \42,020～ \46,750～ 
(ア) スカートは丈が膝中央よりも下になるように着用してください。そのため，購入時に販

売店で採寸する必要があります。入学後に丈直し（\4,400）・ウエスト直し（\2,200）・買
い替えをする際は生徒部教員へ申し出てください。手続きに時間がかかるので日数に余
裕をもって申し出てください。 

(イ) 色違いや追加で組み合わせることができるアイテム，夏服期間（特別な指示がない限り
6 月 1 日～前後期切替式前日）だけ着用できるアイテムもあります。これらの任意購入
品は学校として購入を義務付けていませんので，ご家庭の判断で取扱店にて購入して下
さい。 

 Ⅰ型スカートタイプ Ⅰ型スラックスタイプ Ⅱ型 

シャツの上 
ニットセーター \6,600 

ニットベスト（白）（チャコールグレー） \5,500 
カーディガンⅠ（紺／チャコールグレー）\7,150 カーディガンⅡ（紺／チャコールグレー）\7,150 

【中学】 
シャツ 

半袖セーラーインナー 
\8,800 

  

半袖ボタンダウンシャツ \4,620 
【高校】 
シャツ 

半袖ボタンダウンシャツⅠ \4,620～ 半袖ボタンダウンシャツⅡ\4,620～ 

シャツ ポロシャツ（各色 33） \4,290～5,610 
【中学】 
ボトムス 

スカートⅠ（夏用） 
\14,300 

スラックスⅠ（夏用） 
\10,450 

スラックスⅡ（夏用） 
\11,550 

【高校】 
ボトムス 

スカートⅠ（夏用） 
\14,300 

スラックスⅡ（夏用） 
\10,450 

スラックスⅡ（夏用） 
\11,550 

 
ハイソックス（黒／紺）

\880 
  

                                                      
32 ハイソックス（グレー）は中高兼用です。冬季はハイソックスに代えてタイツ使用可。 
33 ポロシャツの色，中高共通でネイビー，その他中学はホワイト，高校はピンクとブルー 
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2. 体操着 
体育の授業では，指定の体操着（\11,990）を着用してください。制服とあわせて，期間内に取

扱店 34にてご購入下さい。任意購入品として長袖 T シャツ（\3,300），ハーフパンツ（\2,750），
収納袋（\880）があります。 
 
. 入学後の購入

 バッジ，ラベルピン，ネクタイ，リボン，ハイソックス，上靴，体操着は本校購買でも購入で
きます。それ以外は取扱店 36で購入ください。 
 
4. その他の体育用品の購入 
【中高男子】柔道着と【高校】クロスカントリースキー用のブーツが必要になります。購入に

ついては，改めてご案内いたします。 
 
 
※価格は全て税込です。上記の価格は規格サイズです。別寸の価格は異なります。 
  

                                                      
34 札幌三越 学校制服（札幌市中央区南 1 条西 3 丁目 8 本館 10階）TEL（011）222-8755 
お支払いはご注文時に，現金・クレジット決済・お振込みのいずれかとなります。 
36 ①札幌三越（上記参照），②北海道菅公学生服㈱（札幌市白石区東札幌 2条 1丁目 5番 17
号）TEL（011）831-7182 来店される前にご連絡をお願いします。お支払いはご注文時に現金
のみとなります。 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§16 通学定期券の購入 
 
事業者ごとの定期券をご購入いただく必要があります。例えば JR（列車）とジェイ・アールバ

ス，あるいは市営交通とジェイ・アールバスを利用される場合でも，1 枚で両方を利用できる乗継
定期券はありません。 
 
1. ジェイ・アールバスの定期券購入 
ジェイ・アールバスの定期券は，ジェイ・アールバスの各窓口・営業所 37でお取り扱いいたし

ます。新規購入の場合は有効期間開始日の 10 日前，継続購入の場合は期間満了日の翌日の 14 日
前から発売しています。SAPICA定期券となります。初回購入時のみデポジット（カード保証料）
500 円をお預かりいたします。必要書類（3 必要書類参照）をお持ちになってご購入下さい。 
 
2. JR（列車）の定期券購入と「通学証明書」の申し込み 

JR（列車）の定期券は，有効期間開始日（【新中 1】と【新高 1】は 4月 1日以降）の 7日前か
ら，ただし【新中 1】と【新高 1】高入生は入学式の日以降（入学式の日に本校が発行する「通学
証明書」が必要となるため）にご購入いただけます。Kitaca 定期券または紙定期券となります。
Kitaca 定期券は初回購入時のみデポジット（カード保証料）500 円をお預かりいたします。必要
書類（3必要書類参照）をお持ちになって駅窓口 38でご購入下さい。 
「通学証明書」を必要とする新入生は，Web フォーム（§1 入学までの流れ参照）にて，期日

までに申込手続きをお願いいたします。 
  

                                                      
37 バスチケットセンター新札幌店，アピア店，宮の沢店，手稲店，長沼営業所（2022 年 4 月 1
日からは北広島営業所）で購入できます。詳しい場所・営業時間等は，ジェイ・アールバスの
Webサイトでご確認下さい。 
38 【高校】の継続定期券は発売機でも購入できます。 
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3. 必要書類 
① 合格通知書 
② 生徒証（裏面に住所を記入したもの，通学区間が変わる場合は事務室で「住所等変更届」の

手続きによって裏面の住所を書き換えたもの） 
③ 健康保険証や本人宛郵便物（住所確認ができるもの） 
④ 学校が発行する通学証明書 
⑤ 各事業者の定期券申込書（購入場所備えつけのものに必要事項を記入したもの） 
⑥ 各事業者の旧定期券 
 JR（列車） ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙﾊﾞｽ 市営交通 中央バス 
入学して初めて購入 ④ ⑤ ① ③ ⑤ 
進級後の初回購入または次
の学年にまたがって購入 

② ⑥ 

② ⑥ ② ⑤ ⑥ 
2 回目以降の購入（同一年度
内の継続定期券） 

⑥ ⑥39 

在学中，引越しなどで通学
区間が変わる場合 

④ ② ⑤ 
在学中定期券を紛失して買
い直す場合 

② ② ⑤ 

新規購入の場合の発売日 利用開始日の
7 日前から 

利用開始日の
10 日前から 

利用開始日の
10日前から 

利用開始日の
10 日前から 

継続購入の場合の発売日 期間満了日の
翌日の14日前
から 

期間満了日の
翌日の14日前
から 

利用開始日の
10日前から 

期間満了日の
9 日前から 

  

                                                      
39 初回に生徒証を提示せず購入した場合は次回購入時に改めて新年度の生徒証の提示が必要とな
る場合があります。 
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4. 新札幌駅までの主な区間（JR 列車およびジェイ・アールバス）の通学定期券運賃 
（2021 年 12 月現在） 

 【中学】 【高校】 
 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 

立命館慶祥中学校・高等学校 8,640 24,620 46,660 8,640 24,620 46,660 
小樽 10,240 29,330 55,520 13,150 37,540 70,890 
銭函 8,220 23,490 44,470 10,560 30,070 56,910 
星置 7,990 22,810 43,320 10,250 29,260 55,400 
稲穂 7,970 22,740 43,160 10,240 29,160 55,400 
手稲 7,870 22,450 42,570 10,110 28,870 54,630 
発寒中央 7,420 21,150 40,080 9,500 27,090 51,320 
琴似 6,240 17,810 33,780 8,000 22,830 43,210 
桑園 6,100 17,380 32,930 7,810 22,280 42,230 
札幌 5,830 16,710 31,580 7,490 21,360 40,510 
苗穂 4,920 14,090 26,620 6,320 18,010 34,140 
白石 3,570 10,170 19,260 4,560 13,010 24,660 
平和 2,680 7,670 14,470 3,430 9,790 18,580 
北広島 5,830 16,710 31,580 7,490 21,360 40,510 
島松 7,420 21,150 40,080 9,500 27,090 51,320 
恵み野 7,660 21,860 41,500 9,820 28,040 53,060 
恵庭 7,870 22,450 42,570 10,110 28,870 54,630 
千歳 8,240 23,490 44,550 10,580 30,110 56,970 
苫小牧（沼ノ端経由） 14,040 39,960 75,630 17,970 51,230 97,090 
八軒 6,240 17,810 33,780 8,000 22,830 43,210 
新川 7,420 21,150 40,080 9,500 27,090 51,320 
新琴似 7,520 21,460 40,710 9,660 27,480 52,110 
太平 7,780 22,160 41,990 9,950 28,380 53,850 
百合が原 7,870 22,450 42,570 10,110 28,870 54,630 
篠路 7,970 22,740 43,160 10,240 29,160 55,400 
あいの里教育大 8,100 23,160 43,780 10,410 29,610 56,220 
石狩当別 9,430 26,890 50,980 12,110 34,400 65,300 
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5. 大麻駅までの主な区間（JR 列車およびジェイ・アールバス）の通学定期券運賃 
（2021 年 12 月現在） 

 【中学】 【高校】 
 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 1 ヶ月 3 ヶ月 6 ヶ月 
立命館慶祥中学校・高等学校 9,360 26,680 50,540 9,360 26,680 50,540 
岩見沢 7,990 22,810 43,320 10,250 29,260 55,530 
上幌向 7,870 22,450 42,570 10,110 28,870 54,630 
幌向 7,260 20,670 39,120 9,290 26,450 50,210 
豊幌 6,100 17,380 32,930 7,810 22,280 42,230 
江別 4,230 12,060 22,860 5,410 15,450 29,230 
高砂 3,330 9,500 18,000 4,280 12,150 23,040 
野幌 3,060 8,780 16,560 3,930 11,210 21,240 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
保健室 

§17 健康観察の記録 
 
新入生は 3 月 24 日から入学後に学校から指示があるまで，毎朝晩検温し，Web フォーム 40に

入力してください。 
 健康についてのご相談がありましたら，お電話で受け付けております。 
  

                                                      
40 次の QRコードまたは URL で表示されるWeb ページ。 

 
https://forms.gle/QyE28fCstvowdUHc6 

https://forms.gle/QyE28fCstvowdUHc6
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2021年 12 月現在 
保護者各位 

立命館慶祥中学校・高等学校 

§18 学校への車による送迎について 
 
本校では生徒が安全に登校できる環境を整えるため，学校への車による送迎については，引き

続き下記のとおりご案内しております。なお，新年度がはじまる 4 月の 1 週間程度は，警備員を
配置いたします。何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 
 
1. 車による送迎は正門横の送迎車用ロータリーをご利用ください。朝の通勤時間は交通量が多

くなりますので，十分ご注意ください。 
2. 乗降は下図の乗降場所で行ってください。この道路は一方通行となります。駐輪場側から入

り，正門横から出てください。 
(ア) 送りの方は乗降場所で降ろしてください。停車前後の車両に気をつけ速やかに移動して

ください。 
(イ) 迎えの方は駐輪場側白線内の駐車スペースで待機してください。 
(ウ) 生徒は，横断歩道のない車道を横切らないようにしてください。 

 
以上 

待

合

所

第 臨

一 時

駐 駐

車 車

場 場

森林公園

トド山口入口

芝　生

駐輪場

白線内に駐車してください

駐車場スペース

乗
降
場
所

正　門

通常時閉鎖

通り抜けできません

バスロータリー

駐停車禁止

送迎車出口

送迎車入口

送迎車用

ロータリー
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2022年 3 月 31 日現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§19 入学式のご案内 
 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から，新入生以外で校舎へ立ち入ることができるのは，

1 家族につき 2 名までとさせていただきます。高校は式場へ 1 名と控室へ 1 名，中学は式場へ 2
名までとなります。ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
 

 
【新高 1】 【新中 1】 

2022年 4 月 7日（木） 
受付 

（保護者または新入生） 
9:00～9:40 13:00～13:40 

式前 HR 
（新入生） 

9:10～10:00 13:15～14:00 

式 
（新入生と参列保護者） 

10:00～11:30 14:00～15:00 

式後 HR 
（新入生と参列保護者） 

11:30～12:30 15:00～16:00 

式場 本校アリーナ（体育館） 

留意事項 

① 上履き，靴袋をお持ち下さい。 
② 『入学のしおり』冊子版とともに郵送した「検温票」に，必要事項

（受験番号・保護者氏名・体温・体調）を記入いただいたものをお
持ちください。体調がすぐれない場合は，参加をご遠慮ください。 

③ 新札幌バスターミナル南レーン 2 番乗り場 41よりバスが随時 42出
発します。 

 
  

                                                      
41 ｼﾞｪｲ･ｱｰﾙﾊﾞｽのWebページ
（https://www.jrhokkaidobus.com/timetable/terminal/shinsapporo/）参照。 
42 バスダイヤはWeb ページ（https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/calendar）でご確認ください。受
付開始の 30分程度前より配車される予定です。 

https://www.jrhokkaidobus.com/timetable/terminal/shinsapporo/
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/calendar%20%EF%BC%89%E5%8F%82%E7%85%A7%EF%BC%8C%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%81%AF3
https://www2.spc.ritsumei.ac.jp/calendar%20%EF%BC%89%E5%8F%82%E7%85%A7%EF%BC%8C%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%81%AF3
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 式場の固定カメラ映像を Zoomにて配信いたします。1 家庭につき 1 回線までのご利用にご
協力ください。 
【高校】入学式の URLは，https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/93558672113 
【中学】入学式の URLは，https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/96794051615 
尚，録画した映像は，下記 URL で 5月末まで閲覧できます。 
【高校】入学式の URLは，https://vimeo.com/699319032/538c3f5827 
【中学】入学式の URLは，https://vimeo.com/699334257/ba0e7233d3 

 式場や控室では適宜換気を行う予定ですので，防寒に適した服装でご来校ください。 
 マスクの着用をお願いいたします（できる限り不織布製のものをご用意ください）。 
 校舎内の動きは次ページの図でご確認ください。新入生は①入口→②靴ロッカー→教室へ誘

導，保護者は①入口→③受付→式場や控室へ誘導，となります。 
 式後，生徒の HRとは別の教室で，参列保護者（1 名のみ）のクラスごとの HR を行いま

す。中学はそれぞれが合流できるように誘導いたしますが，外（駐車場など）で待ち合わせ
ていただいても構いません。高校は外で待ち合わせてください。 

以上 
 
  

https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/93558672113
https://ritsumei-ac-jp.zoom.us/j/96794051615
https://vimeo.com/699319032/538c3f5827
https://vimeo.com/699334257/ba0e7233d3
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【高校】入学式 

 
 
 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
【中学】入学式 

 
  

①入口 

①入口 
②靴ロッカー 

駐車場（校舎裏側） 

駐車場（校舎表側） 

③受付 

①入口 

①入口 
②靴ロッカー 

駐車場（校舎裏側） 

駐車場（校舎表側） 

③受付 

①入口 

①入口 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
教務部 

§20 教科書の配付【中学】 
 
入学後にお渡しします。なお，本校が採択している教科書は次の通りです。 

 
2022 年度採択教科書（中 1） 

教科書の記号 発行者の略称 書名 
国語 東書 新しい国語 １ 
書写 東書 新しい書写 一・二・三年 
地理 帝国 社会科 中学生の地理 世界の姿と日本の国土 
歴史 山川 中学歴史 日本と世界 
地図 帝国 中学校社会科地図 

数学 数研 
日々の学びに数学的な見方・考え方をはたらかせる これか
らの 数学１ 

数学 数研 
見方・考え方がはたらき，問題解決のチカラが高まる これ
からの 数学１ 探求ノート 

理科 東書 新しい科学 １ 
音楽 教芸 中学生の音楽 １ 
器楽 教芸 中学生の器楽 
美術 日文 美術１ 美術との出会い 
保体 大修館 最新 中学校保健体育 
技術 東書 新しい技術・家庭 技術分野 未来を創る Technology 
家庭 東書 新しい技術・家庭 家庭分野 自立と共生を目指して 
英語 三省堂 NEW CROWN English Series １ 
道徳 東書 新訂 新しい道徳１ 
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2021年 12 月現在 
入学試験合格者・保護者の皆様 

立命館慶祥中学校・高等学校 
事務室 

§21 立命館生徒総合保障制度について（任意） 
 
本校では入学に際して「立命館生徒総合保障制度」（学生・こども総合保険）を紹介しています。 
本制度は学校法人立命館の全附属校で採用しており， 団体割引を適用した任意加入の保険です。 

この制度は学校内外，また国内外を問わず生徒本人の 24時間を補償し，万一の事故による死亡・
後遺障害，入院，通院に対応し，生徒自身が自転車等で人身事故や他人のものをこわすなどの事
故を起こし，被害者に対し法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金も補償されます。ま
た生徒の扶養者が疾病や万一の事故で死亡されたり，事故で重度後遺障害の状態になった場合に，
学業費用保険金が支払われる補償もございます。生徒が無事に学校生活を送ることができるよう，
『入学のしおり』冊子版とともに郵送した「立命館生徒総合保障制度（こども総合保険）ご案内」
をご確認いただき，ご加入くださいますようご案内いたします。 
 
問い合わせ先 
株式会社クレオヒューマン TEL  075（463）9178 FAX 075（463）9179 
〒603-8353 京都市北区平野上八丁柳町 28 
（㈱クレオヒューマンは，学校法人立命館 100%出資会社㈱クレオテックの損害保険部門です。） 
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