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浜松学芸中学校
入学のしおり

保護者様
お子様におかれましてはこの度、本校の入学試験に合格され、誠におめでとうございます。
この「入学のしおり」には、今後の日程について記載してありますので、充分にご確認下さい。
尚、制服等の諸物品は、本校指定業者に限定していますので指定日まで購入しないで下さい。

＜今後の日程＞※日程は変更になる場合があります。
月

日

１

３１迄

入学手続き

２

２４

諸物品注文･採寸（本館２階

３

２７

諸物品販売、クラス発表等
（本校体育館）

４

締め切り
各教室）

２

諸物品サイズ変更（学芸レストラン、希望者のみ）

６

入学式

７

始業式

1 入 学 手 続 き
■前期試験合格者：
■後期試験合格者：
■特別試験合格者：

１月１４日
１月２１日
２月 ３日

～
～
～

１月
１月
２月

３１日
３１日
８日

（Ｗｅｂによる入学金決済よりお支払いください。
）※Ｗｅｂによる合否照会を必ず行ってください。
《入学手続きに要する納入金》

入学金

教育充実費

１００,０００

１２５,０００

（単位：円）

合計
２２５,０００

２ 諸物品注文・採寸
日

時：２月２４日 ／ 受付時間 １６：１５ ～ １６：４０

場

所：本館２階

各教室

持ち物：筆記用具、上履き
混雑を避けるため、受験番号で時間を区切ります。尚、指定の時間帯でご都合が悪い場合は、受付時間内の
可能な時間帯にお越しになっても構いませんが、お待ちいただく場合がありますのでご了承下さい。
受験番号
５００１～
６００１～

受付時間
１６：１５～

受験番号
７００１～
８００１～

受付時間
１６：２５～

・注文数やサイズ等、相談しながら決める必要があるので、保護者様はできる限り出席して下さい。
・車でお越しの方は第 3 グラウンドをご利用下さい。→ もくじ 校内案内図参照

・スクールバスについてのご案内を希望される方は、担当職員にお声掛け下さい。
＜提出物＞ 学芸タイム筆写硯・墨注文書、授業料等預金口座振替依頼書
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３ 諸物品販売、クラス発表
日 時：３月２７日 ／ 受付時間 １１:３０～１２：００
場 所：本校体育館
持ち物：制服振替票兼受領書（振込控）、上履き、筆記用具、諸物品代金
受験番号
受付時間
受験番号
５００１～
７００１～
１１：３０～
６００１～
８００１～
・現金払いのものがある為、保護者様はできる限り出席して下さい。

受付時間
１１：４５～

・通学証明書・在学証明書の申込みを受け付けます。
・通学証明書は、遠鉄バス、遠鉄電車以外の各鉄道の通学定期券を購入する際に必要となります。
・在学証明書は、保護者様の勤務先等で提出が求められている場合にお申込みください。
・在学証明書は、通学定期券を購入する際には必要ありませんのでご注意ください。
・教科書については、谷島屋連尺店で直接購入頂きます。３月２７日、２８日が購入日となりますので、ご都
合の良い日に各自購入するようにしてください。詳細については、諸物品注文時に配布いたします。

４ 諸物品サイズ変更（希望者のみ）
日 時：４月２日 ／ １０:００～１１:００（随時）
場 所：学芸レストラン
持ち物：上履き、サイズ変更する物品
※受付はありません。事前に必ず購入業者に連絡の上、上記の時間帯に直接来校して下さい。

５ 入学式 ※内容は変更になる場合があります。
日 時：４月６日 ／ ８：３０ ～ １２:３０ （予定）
場 所：体育館
持ち物：筆記用具、上履き（生徒は本校指定のもの）
・８時３０分までに新入生は各教室へ、保護者様は本校体育館へ入場して下さい。
・通学証明書をクラス担任より教室で配布致します。（諸物品販売日に申し込まれた方対象）
通学証明書代金のお支払いはありません。
・在学証明書は、１通２００円の手数料を頂きますので、申し込まれた通数分の現金をお持ちの上、事務室へ
お越しください。
・教育基本方針等の説明や学級担任との懇談もありますので、保護者様も必ずご出席下さい。

※駐車場は、台数に限りがありますので、浜松市在住の方は、公共交通機関でお越し下さい。

６ 始業式 ※内容は変更になる場合があります。
日 時：４月７日 ／ ８時２５分～ （予定）
場 所：各教室
持ち物：筆記用具、上履き（本校指定のもの）
提出物：独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の加入同意書（全員）学校生活管理指導表
の配布申込書（該当者のみ）
、浜松市学童等災害共済制度の加入申込書（浜松市に住民票がある生徒
は全員）
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自転車通学について
【１】許可条件
① 本校としては生徒の安全確保のため、徒歩及び公共交通機関を利用しての通学を推奨しますが、通学
事情によっては自転車での通学を許可します。原則として、本校より直線距離で 1km 以上の地点(下
図の円よりも外側)に住所のある生徒のみ、許可の対象となります。円のライン上に住所のある場合
は、後日検討しますが、許可できない場合もありますのでご了承下さい。
② 自転車通学を希望する場合、
「自転車通学許可願」(諸物品注文日にお渡しします)に必要事項を記入の
上、諸物品販売日に受付へ提出して下さい。
※クラス・番号は、諸物品販売日に体育館の玄関ホールに掲示されますので、ご入場の際にご確認の
上、記入下さい。
③ 自転車通学者は、必ず損害保険に加入して下さい。
本校でも学生総合保険の資料を諸物品注文日にお渡しします。保険の補償範囲等、詳しくは、配布資
料をご覧ください。こちらの総合保険に必ず加入していただくわけではありません。
④ 通学に利用する自転車は以下の条件を満たすようにして下さい。
□ライトがついていること

□鍵が２個ついていること □ベルがついていること

□スタンドがついていること □泥除けがついていること □ブレーキがしっかりきくこと
□反射板がついていること(ヘルメットにも反射板がついていること)
⑤ 自転車通学の際はヘルメットをかぶり、雨天時には雨合羽を着用して頂きます。各自で必ず用意して
おいて下さい。
＊以上①～⑤の条件を全て満たしている場合、点検実施日(4 月中旬)までの通学を許可します。
＊本校へ自転車を乗り入れない場合（自宅と最寄の駅・バス停間のみ自転車を使いたい場合など）は、許
可の申請は必要ありませんが、県の条例により損害保険加入とヘルメット着用が義務化されています。

【２】諸注意
◇距離的な問題がなければ、自転車の点検（4 月中旬実施）を受けて、ステッカーを自転車に貼ります。
自転車や自転車部品を交換するなどして、ステッカーが貼られていない状態となった場合は、再度点
検を受けて、ステッカーの交付を受けて下さい。
◇本校では、盗難防止などの為、施錠指導を行っています。鍵のかけ忘れや抜き忘れなど、自己管理の
できていない場合には個別に指導をしますので、ご理解の程、よろしくお願い致します。
なお、繰り返し指導された場合には自転車通学を禁止する事もありますので、あわせてご注意下さい。
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保健室からのお知らせ
１.独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について
本校では、在学する生徒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と災害共済給
付契約を結んでいます。
これは、学校の管理下において生徒が災害に遭った場合、保護者の皆様に対して給付金をお支払いする
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、生徒の名簿を提出することになってい
ます。本校では全員に加入していただきますので、同意書（諸物品注文日または諸物品販売日にお渡しし
ます）にご署名・捺印の上、必ず指定の期日迄に担任へご提出下さい。

共済掛金（年額）
９４５円（内訳：920 円＋免責の特約 25 円）の内

保護者負担分：４８０円 → 諸費より徴収します（諸費については次㌻参照）
学校負担分：４６５円
提出された書類は審査が行われるため、災害共済給付金が支払われるまでには約３ヶ月程度か
かります。

２.浜松市学童等災害共済制度への加入について（浜松市に住民票がある生徒対象）
加入申込書に必要事項をご記入の上、必ず指定の期日迄に担任へご提出下さい。加入申込書は、諸物品
注文日または諸物品販売日にお渡しします。
共済会費（年額）
８０円の内

保護者負担分：４０円 →諸費より徴収します（諸費については次㌻参照）
浜松市負担分：４０円
提出された書類は審査が行われるため、共済見舞金が支払われるまでには約３ヶ月程度かかり
ます。

３.健康調査票の提出について
生徒の健康状態や緊急時の連絡先などを把握するため、健康調査票を提出して頂きます。
諸物品注文日または諸物品販売日にお渡ししますので必要事項を記入の上、必ず指定の期日迄に担任へ
ご提出下さい。

４.学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）について
本校では、アレルギー疾患を有する生徒が、安心して学校生活を送ることができるよう、「学校生活管
理指導表」を活用した対応を行います。学校生活や宿泊行事で配慮や管理が必要なお子様につきましては、
「学校生活管理指導表」を指定の期日迄に担任へご提出下さい。その際は受診をし、医師に「学校生活管
理指導表」の記入をしていただくようお願い致します。「学校生活管理指導表」は、諸物品注文日または
諸物品販売日にお渡しします。
なお、
「学校生活管理指導表」を提出されない場合は、学校生活や宿泊行事でのアレルギー対応は自己
責任となりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

５.学校感染症による出席停止について
医師により感染症又はその疑いがあると診断された場合は、直ちに出席を停止し、担任に連絡して下さ
い。詳細は、入学後に配布される『生活のしおり』の「保健室の利用について」をご覧下さい。
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授 授業料等校納金の納入について
＜１＞ 学校指定の金融機関
静岡銀行・浜松磐田信用金庫・静岡県内の農業協同組合
上記金融機関に口座がある場合、その口座をご利用下さい。
※上記金融機関に口座が無い場合は、口座を新設下さい。名義は、保護者名、生徒名どちらでも構いません。

＜２＞ 口座振替の手続き
配布された、授業料等預金口座振替依頼書を記入し、必ず金融機関で照合手続きを済ませて下さい。
（金融機関より確認印又は承認印をもらって下さい）

＜３＞ 提出日
口座振替手続きを済ませた授業料等預金口座振替依頼書を諸物品注文日に学校へご提出下さい。
尚、４枚目は保護者控えとなりますので各自保管下さい。

＜４＞ 校納金
口座振替は第１回（５月１５日）
・第２回（８月１５日）・第３回（１２月１５日）
（各振替日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日）の年３回です。
納入予定金額は、下記の通りです。
（単位：円）
授業料
（月額）

学芸中学生

３６,５００

施設設備費
（月額）
４,５００

合計
（月額）
４１,０００

第１回

第２回

第３回

（４月～６月分）

（７月～１１月分）

（１２月～３月分）

２０５,０００

１６４,０００

１２３,０００

※校納金振替後の授業料等は、原則として返金いたしません。
＜５＞ 諸費
諸費とは、静岡県私学教育振興会費・教育後援会費・生徒会費・各種検定料・遠足代・合宿代・消耗品代等の
総称です。これにより、原則としてクラスにて現金を徴収することはありません。
金額は、個人によって多少異なります。また金額は毎年、見直します。
年額１４０,０００円相当額を、年２回(第１回、第２回振替)に分けて、上記校納金に加算し、授業料等預金
口座より引落とします。不足が生じる場合は第３回振替の校納金に加算して引き落としさせて頂きます。
各学年終了後、内訳等の報告をし、残額は次学年に繰り越します。最終決算は、高校卒業後、残額を授業料等
預金口座に振り込みますので、その間に口座の解約をされませんようお願い致します。
校納金の納期表（２・３年生は、前年度の諸費決算のお知らせを含みます）は、毎年４月末にご家庭に郵送致
します。１年間大切に保管して下さい。
以降、金額に変更がある場合のみお知らせいたします。
在学中に、授業料等預金口座を変更されたい場合は、事務室にて授業料等預金口座振込依頼書を受け取り、口
座振替の手続きを済ませ、振替日の３週間前迄に事務室に提出して下さい。
※校納金に関するお問合わせは、事務室までお願い致します。
＜６＞ 兄弟姉妹奨学生について
中学校に入学・在籍している兄姉分について授業料の半額を、高等学校に入学・在籍している兄姉分につい
て、就学支援金、静岡県授業料減免費補助金受領後の授業料の半額を免除いたします。
対象者には、入学後に書面にて通知いたします。申請の必要はありません。
※中村育英会の他の奨学金との併給はありません。
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諸物品注文についての諸注意
・制服（学校指定） みのり・制服のキンパラ
男子
女子

冬

服

ブレザー・スラックス・長袖シャツ・ネクタイ

夏

服

長袖または半袖シャツ・スラックス

冬

服

夏

服

ジャケット・スカート・長袖シャツ・リボン

スカート・スラックスから

ブレザー・スラックス・長袖シャツ・ネクタイ

選択いただけます

長袖または半袖ブラウス・スカート スカート・スラックスから
長袖または半袖シャツ・スラックス

選択いただけます

≪支払方法≫ 郵便振込用紙にて振込ください、ご入金の上、諸物品販売日に入金証明として、
「振替振込請求書兼受領書」をお持ち下さい。
＜自由購入品＞
・浜松注染染めの生地を使用したオリジナルシャツです。生徒の主体的な活動である探究活動の中で地元
企業とコラボレーションし制作しました。夏の準制服として、通学や日常で着用することが出来ます。
入学後（４月頃）
、希望者に対して採寸を行います。

・スクールサンダル（学校指定） ワシントン
・体育衣料（学校指定）

神谷スポーツ企画

諸物品販売日に現金にてお支払い下さい。

諸物品販売日に現金にてお支払い下さい。

・トレーニングウェア（上・下）
、ハーフパンツ、体育館シューズ
・シャツは 4 種類（長袖・半袖，色は白または紺）の中から必ず 1 つは選んで購入してください。

※中学生は各行事等でトレーニングウェア（上・下）を使用いたしますので，全員購入です。
体育衣料は、入学後でも本校内購買（学芸レストラン）にて購入できます。

・通学時のかばん・靴等について
通学用のかばんは、在学期間を通して使えるような耐久性のあるものを各自選んで使用してください。
色などの規定はありませんが、華美なもの・高価なもの等、通学用かばんとして適さないものは避けて
ください。肩にかけるタイプでも背負うタイプでも構いませんが、登下校の安全に配慮したものを使用
してください。特に自転車通学者には、荷物が１つにまとまり、両手が自由になるものが適しています。
ご家庭に適当なかばんがあれば、それを利用して下さい。但し他校のかばんや、耐久性に乏しい紙袋や
ビニール袋などは使用しないでください。兄弟・知人等が使用した本校の従来の制かばんもご使用いた
だけます。
通学時の靴は，各自で用意した黒のローファー（右図参照）
，または運動靴を着用し
てください。運動靴には色の指定はありません。安全面を考慮し，ヒールの高いもの
やソールの厚いものは履かないでください。また，下駄箱からはみ出すようなものも
避けてください。
女子の靴下は，紺のハイソックスまたはクルーソックス（くるぶしを覆うもの）を各自で用意してく
ださい。男子の靴下についての規定はありませんが，華美なものは避けてください。

※各業者の諸物品注文書は、諸物品注文当日にお渡しいたします。
p. ６

