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■新入生登校日について

●誓約書の提出について

ご入学おめでとうございます
4月からの学校生活を楽しみにしていてください。

教職員・在校生一同心よりお待ちしております。

２月１２日 ( 土 ) １５時より 会場：指定教室
生徒･保護者で別々に説明を行いますので、保護者は必ず同伴してください。

持 ち 物 ：  上履き・筆記用具・誓約書（手引きの中に様式があります）・住民票

内 　 容 ：  入学者氏名の確認・入学式及び入学後についての説明・春休みの課題など

教科書・副教材： 登校日より 10 日程度で株式会社ナカヤよりご自宅へ配送いたします。　

代金引換となりますのでご準備ください。登校日に伝票記入をしていただきます。

11ページにある様式１の誓約書に必要事項をご記入いただき、捺印の上ご提出ください。

●住民票の提出について

●入学許可証明書

①日本国籍の場合

・住民票または住民票記載事項証明書

（生徒氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が記載されているものでマイナンバーが記載されていないもの）

②外国籍の場合（２点）

・住民票または住民票記載事項証明書

（生徒氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が記載されているものでマイナンバーが記載されていないもの）

・在留カードのコピー

登校日に入学許可証明書を発行します。生徒氏名・生年月日・保護者氏名・住所を確認し、各教育委員会へ

ご提出ください。

●新入生登校日に出席できない場合

必ず本校事務室まで事前にご連絡ください。後日個別に対応いたします。

足立学園事務室　☎03-3888-5331 ㈹

※入学までに住所変更を予定している方は、３月２１日までにご持参いただくか郵送してください。

※学籍情報は住民票を基に作成いたしますので、実際の住所と異なる場合、通学定期券が購入できない場合があります。

※事情により住民票と住居が異なる場合はご相談ください。
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■学費等納入方法について

■タブレットPC購入について

本学園では学費などの納入方法は、三菱UFJファクター株式会社の銀行預金口座自動振替制度を利用してい

ます。提携金融機関は都市銀行・地方銀行・ゆうちょ銀行・信用金庫・労働金庫などの普通預金口座及び総

合口座です。

ネット口座振替受付サービスにて引き落とし口座の登録をお願いしています。新入生登校日に登録方法につ

いての資料を配布いたします。

◎ネット口座振替受付サービスに必要な情報

受験番号・口座名義人氏名・生年月日・メールアドレス

金融機関口座情報（金融機関名・店番号・種目・口座番号・通帳残高・暗証番号）

本学園では授業、学校生活で使用するタブレットPCについて、貸与ではなく購入をお願いしております。

機種については学校から指定するものをご購入いただいております。複数の業者より、金額・スペック・保険

などを総合的に判断して選定を行っております。指定のECサイト1よりお申込み、決済を行っていただく形

をとっております。

本校はMicrosoft Shoｗcase School 認定校でもありますので、使用するものはWindowsOS2 となりま

す。授業で使用するアプリなどを考慮した上で選定しておりますので、ご理解頂き、ご購入をお願いいたし

ます。

個人で購入するメリットとしては以下の通りです。

・個人の資産なので保険に加入しても、金額が安く抑えられる

・学校で集金や引き落としを行わないのでクレジットカードでの決済が使用できる

・破損の場合、個人で修理に出せるので必要以上の時間がかからない

・卒業後も自由に使用できる

また、故障の場合は校内にありますデータ処理室にて、ある程度の対応3が可能です。

補償期間が過ぎてしまってからの破損で買い替えが必要になった場合などのご相談も承ります。

※1 足立学園生専用のインターネット通販サイト

※2 OSはWindows11Pro です。Homeの方が安価ですが、AzureADでの管理等に不具合が出るためProを指定しています。

※3 アプリの破損、OSの破損による初期化など（バッテリー不良や画面破損、内部破損はMicrosoft への修理依頼が必要になります）

新入生登校日にご案内いたします。

ご質問などはその際にしていただければ、お答えいたします。
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■制服について

制服　学内での採寸･販売日

２月２３日 (水･祝 )　本校指定教室　持ち物 :上履き･筆記用具
当日お渡しする申込用紙にご記入の上、お申込み下さい。夏服も同時に承ります。

２月２３日の他、３月１２日（土）にも採寸･申込いただけます。 両日とも止むを得ず来校できない場合、

制服・推奨カバンについては「日本橋三越本店 SDビル５F特設会場」に来店日を必ずご予約の上※お買い 

求めください。制服類の入学後の追加注文・お直しは足立学園購買部にて承ります。

上衣（詰襟） 26,290円

ズボン（ネイビー） 13,090円

長袖ワイシャツ（Aマーク入り）
 制 服  

（冬 服）

夏 服

希望購入品

3,960円

ベルト（Aマーク入り） 3,520円

セーター（Aマーク入り） 8,690円

ズボン（グレー） 10,560円

※※半袖ワイシャツ（Aマーク入り） 3,630円

ニットベスト（Aマーク入り） 7,370円

ピーコート（オリジナルボタン） 20,570円

ダッフルコート（オリジナルボタン） 22,880円

●指定品：制服上衣 (詰襟 )、ズボン、長袖ワイシャツ、ベルト、セーター、夏服ズボン、半袖ワイシャツ

●希望者のみ：ニットベスト、ピーコートまたはダッフルコート、夏服半袖ポロシャツ※※

※いずれも後日、代金引換便にてご自宅に届けられます。そのため別途送料が必要になります。

※※夏服半袖ポロシャツについては取扱業者が違うため、次頁をご確認ください。

靴下について：白・紺・黒・グレーの無地であれば自由です。

コートについて：希望購入品のコートに類似したものであれば、他の物でも着用を認めています。

通学靴について：黒の皮革靴。ローファー型・靴ひも付型であれば、希望購入品以外のものも認めています。

その他制服着用のルールについては、入学後に配布する生徒手帳や生活指導部からの案内を参考にされてください。

●お届け方法： 冬服・夏服 (ポロシャツ以外 )は 3月末から 4月初旬にかけて、コートは 10月末ごろ

までに代金引換便にてご自宅へお届けいたします。（送料 660円）

●お支払方法： 代金引換（現金）にてお支払いください。

●アフターサービス： 新入学年度の一年間のみ工料無料とさせていただきます。ただし校内規定内のお直しに

限ります。【上衣：袖丈ツメ･ダシ、ズボン：ウエスト /股下のツメ･ダシ】

三越伊勢丹　日本橋三越本店　SDビル５F特設会場　来場予約は下の二次元コード(外部サイト)よりご予約ください。
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※3/13 以降に行かれる方は入学式に間に合わせるためにできるだけ早くご来店ください。（予約不要）

お問い合わせセンター
上記二次元コードより
お問い合わせフォームに

ご入力ください

1/21～1/31の
来場予約 URL

2/1～2/14の
来場予約 URL

2/15～2/28の
来場予約 URL

3/1～3/13の
来場予約 URL

新型コロナウィルス感染防止対策のため、
時間指定で行います。詳細はメールにて
お知らせいたします。
指定の時間でご都合の悪い場合は直接お
店の方でお買い求め下さい。

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/018nn3z76tz11.html?cpt_s=official&cpt_m=offline&cpt_n=common
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01easii51tz11.html?cpt_s=official&cpt_m=offline&cpt_n=common
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/015vh89b1tz11.html?cpt_s=official&cpt_m=offline&cpt_n=common
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/01rrvidf1tz11.html?cpt_s=official&cpt_m=offline&cpt_n=common
https://www.isetan.mistore.jp/common/school/faq.html
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https://koubai.schoolorder.jp/onward/

※時間は制服同様
こちらで指定します。

◆ご購入について

お問い合わせセンター
左記二次元コードより
お問い合わせフォームに
ご入力ください

■カバンについて

■体操着･靴について

■夏服希望購入品のポロシャツ購入について

手提げ型スポーツカバン、
ショルダー型カバン、
リュックサック型カバン
のいずれかであれば自由
です。

通学推奨カバンは写真のものとなります。希望購入品。

大 48cm×33cm×17cm 7,260 円

小 46cm×27cm×15cm 7,150 円

制服採寸会場にて、お申込用紙に必要事項をご記入
いただきお申込み下さい。3月末から 4月初旬に
代金引換便にてご自宅へお届けいたします。
販売業者：日本橋三越本店

体操服等学用品　学内での試着日

２月２３日 (水･祝 )　本校指定教室
体育着に関してはWEB販売となりますので、別紙をご確認ください。

採寸日に各種サイズ・サンプルをご用意しておりますので、参考に

されてください。シューズは靴下着用の上で試着可能です。詳しくは次頁以降をご確認ください。

こちらについては三越での取り扱いではなく、オンワード直販となります。
大変お手数をおかけいたしますが、ご希望の方は下記のオンラインサイトよりお申込み下さい。
ポロシャツは2022年度より在校生も含めて初めて採用になりました。白･紺よりお選びいただけます。

体育着等指定業者　株式会社サス・スポーツプロダクト　☎03-3233-3711

夏用半袖ポロシャツ（白・紺） 3,990 円

①右のQRコードより販売サイトにジャンプします。
②新規会員登録をします。その際パスコードには 03978 を入力してください。
③ログイン ID、パスワードなどを決めていただき、必須項目すべてを入力して会員登録してください。
④ログイン後、商品カテゴリー一覧よりポロシャツを選択してください。
⑤サイズ・色・数量を選んでカートに入れ、決済してください。
⑥決済にはコンビニエンスストア払いまたはクレジットカード決済が使用できます。
⑦代金の支払い後に発送となります。払い忘れにご注意ください。

トレーニングシャツ（ネーム入り） 7,900円

トレーニングパンツ（ネーム入り） 7,100円

半袖Tシャツ
 体 育 着

靴

3,300円

ハーフパンツ（ネーム入り） 3,600円

校内上履･体育館靴（白/学年カラー） 4,950円

グラウンド用運動靴（ネイビー） 5,700円

代引き配送料

希望購入品
ウィンドブレーカー 8,500円

通学用革靴 8,040円

1,430円

●お届け方法：入学式前日までに、代金引換便

にてご自宅へお届けいたします。

●お支払方法：代金引換（現金）にてお支払い

ください。

https://koubai.schoolorder.jp/onward/
https://koubai.schoolorder.jp/onward/
https://www.isetan.mistore.jp/common/school/faq.html
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足立学園中学校

体育用品の申込みについて

手順① 会場に、ウェア･シューズのサイズサンプルを用意しています。

手順② サイズの確認をして、裏面のサイズメモに記入をお願いします。

手順③ 会場外で下記QRコードを読み込み『体育用品注文サイト』からお申込みください。

申込方法 お申込みQRコード

お申込みURL
https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2022-5001-boy&name=code3

申込締切期日 2 月 23日 ( 水 ) ご注文の方→2月 24日 ( 木 )17 時まで
3月 12日 ( 土 ) ご注文の方→3月 14日 ( 月 )17 時まで
※注文完了後確定メールが届きます。
確定メールが届かないと、ご注文は完了していません。

納品とお支払方法 代引き宅配となりますので、お届けの際に宅配業者へ現金にて
お支払いください。

注意事項 ※個人名刺繍が入る商品のサイズ交換はお受けできません。
サイズ交換の無いように確認をお願いします。
※シューズなど(個人名刺繍が入らない商品)のサイズ交換に
ついては、お客様の送料負担となります。
(交換の際は、商品到着後3日以内にお問い合わせください。)
お問い合わせは申込サイトお問い合わせフォームをご利用ください。

ご不明な点がございましたら次頁末の取扱店連絡先まで
お問い合わせください。

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2022-5001-boy&name=code3
https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2022-5001-boy&name=code3
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新入生保護者の皆様へ

令和 4年度　足立学園中学校
体育用品お申込みのご案内

下記の要項にて体育用品販売をいたしますので、この機会にお申込みくださいますようご案内申し上げます。
1.申込み方法 下記、「体育用品申込サイト」よりお申込みをお願い致します。

採寸日当日は、各種サイズ・サンプルを用意しておりますので、ご確認の上サイズをお決め
ください。衣類については、感染症対策のため、ご試着は出来ません。
シューズについては靴下を着用して試し履き可能です。

申込用QRコード 左のQRコードから読み取って下さい。

申込用URL
https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2022-5001-boy&name=code3

※校内での採寸日日程については「入学の手引き」をご覧ください。

2.申込締切日 2月23日 (水 )ご注文の方につきましては2月24日 (木 )17時まで
3月12日 (土 )ご注文の方につきましては3月14日 (月 )17時まで

3.受注完了 注文完了後、確認メールが届きます。
4.お渡し方法 入学式前日までに「代金引換便」でお届けいたします。
5.お支払方法 お受け取りの際に宅配業者へお支払いください。（現金のみとなります。）
6.販売品目一覧

半袖シャツ･ハーフパンツは、2枚以上購入されることをお勧めいたします。
7.注意事項 ※ウェア類には「個人名刺繍」が入ります。お申込み後のサイズ変更は出来ませんので

ご了承ください。
※シューズ等のサイズ交換については、お客様の送料負担となりますので、ご了承ください。
（商品到着後3日以内にお問い合わせください。）
サイズ交換についてきましては、外装･外箱･商品タグが揃っている商品とさせていただきます。
お問い合わせは、申し込みサイトお問い合わせフォームをご利用ください。
※採寸日当日は、感染症予防対策のため、筆記用具は各自ご用意ください。

8.サイズ表について 体育用品申し込みサイトに、出来上がりサイズ表がありますので、参考にしてください。
9.追加注文について 4月以降の追加注文に関しては、ご入学時にお申込み頂いた「ECサイト」より引き続き

お申込みいただくか、学内購買部にてお申込みください。
但し、個人ネームの入る品物は、ご注文後2週間ほどお時間を頂きます。

【足立学園中学校体育用品取扱店】　　　㈱サス･スポーツプロダクト
東京都千代田区神田司町2-17

TEL　03-3233-3711㈹
担当者：金子

ウィンドブレーカー（ネーム入り） 8,500円 希望購入品

トレーニングシャツ（ネーム入り） 7,900円
トレーニングズボン（ネーム入り） 7,100円

半袖Tシャツ

代引き配送料

3,300円
ハーフパンツ（ネーム入り） 3,600円
校内上履･体育館靴（白/学年カラー） 4,950円
グラウンド用運動靴（ネイビー） 5,700円

通学用革靴 8,040円
一式合計金額 50,520円

1,430円

指定品

品名 販売価格
消費税10％含む 備考

指定品

指定品
指定品
指定品
指定品

希望購入品
指定品

https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2022-5001-boy&name=code3
https://sas-sports.jp/account/register?memberTag=2022-5001-boy&name=code3


■通学定期券購入について

定　期　券

定　期　券

通学定期券は入学式後のホームルームでお渡しする「通

学証明書」をもって購入が可能になります。

通学証明書発行にはWEBからの申請が必要です。

3月 24日（木）9時までに必ず申請を行ってください。

なお、通学定期券はご自宅最寄り駅⇔学校最寄り駅の

区間しか買えません。通塾･家庭事情で通学区間以外の

駅を指定することはできません。

通学証明書WEB申請

**********
*********************************************************************

学
校
割
印

印

①WEB申請を
期日までに行う
※スマートフォン
からもできます

②入学式後に

通学証明書を

受け取る

③通学証明書と

仮身分証を持って

定期券販売所へ

④通学定期券を

購入する

※お引越しを検討されている方は、下記メールアドレスにメールでご連絡の上、新居の住所と通学する駅

が分かり次第、入力をお願いいたします。旧居の住所・駅で通学定期券の購入ができない場合があります。

※通学経路が数パターンあり、決めかねている場合についてはご相談ください。通学証明書は学校印を

押印した公的書類ですので、複数ルートをまとめてお渡しする事はできません。

※申請は定期券の枚数ごとに行ってください。バス定期券と鉄道定期券の 2 枚を利用する場合、申請も

2回必要になります。鉄道についても3社以上の乗り継ぎの場合まとめられない場合があります。

※期日までに申請を行っていただけなかった場合、当日発行も可能ですがお時間を頂戴いたします。

ご了承ください。

※モバイル Suice やモバイル PASMO でも通学証明書が必要です。購入については各社のホームページ

でご確認ください。

ご注意ください

WEB申請はQRコードを読み取るか、短縮URLを直接入力してください。
ご不明点、ご相談などございましたら下記までご連絡ください。

✉teiki-info@adachigakuen-jh.ed.jp

通学証明書WEB申請

https://forms.office.com/r/xanXR1Y1p1
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■スケジュール

■入学までの連絡について

 2月 6日 日 15時まで 入学手続き又は延納手続きを専用サイトで行う

 ４月 8日 金 入学式

 2月 ９日 水 正午まで 延納手続きをされた方は入学手続きを行う

場　所：足立学園　体育館 3階
持ち物：上履き・筆記用具
※保護者と一緒に記念撮影があります

 2月 12日 土 15時より 新入生登校日
場　所：足立学園　指定教室
持ち物：上履き・筆記用具・誓約書・住民票

 2月 23日
水
祝 制服など採寸･申込　場所：足立学園校内

 3月 12日 土 制服採寸･申込予備日  ※高校生と一緒です

 3月 24日 木 ９時まで 通学証明書発行WEB申請を完了

月 日 曜日 時　間 やること

●新入生登校日は制服採寸は行いません。23日 (水･祝 )に学校にて行うか、日本橋
三越本店にて事前予約の上、採寸・申し込みを行ってください。

●体育着はサス･スポーツプロダクトが承ります。申し込みはWEBになります。
●新入生登校日に、購入していただくタブレットPCの説明を行います。
●通学証明書WEB申請について、締切までにお申し込みがない場合、お渡しが遅
れますのでご了承ください。

今後の予定です。
カレンダーに記入したり、
印刷して手帳に貼ったりして
お使いください！

●入学までの連絡は、メールとホームページ上でのお知らせとなります。

●入試の時に使用したmiraicompassに登録していただいたメールアドレスにメールをお送りいたしますので、

メールアドレスが変更になった場合はnyushi@adachigakuen-jh.ed.jpまで早急にお知らせください。

●新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況によっては新入生登校日や入学式の日程などに変更が出る恐れ

があります。こまめに学校ホームページをご確認ください。

●学校への連絡はお電話にてお受けいたします。（☎03-3888-5331 月～土 8:15-17:00）

日曜日と受付時間外は夜間警備の者がおりますので、お名前と折り返しのご連絡先を伝言いただき、

担当者からの電話をお待ちください。

９

10 時より
（予定）

mailto:nyushi@adachigakuen-jh.ed.jp


■学校生活について 10

◆携帯電話について

・基本的に登校~下校まで敷地内での使用は禁止です。

・電源を切ってロッカーにしまっておきます。

・放課後指定された場所でのみ使用が可能です。

・考査(テスト)中にカバンやポケットから着信音やアラーム、振動音が聞こえた場合処罰の対象となります。必ずロッカー

にしまいましょう。

◆礼儀について

・職員室の教員に用事がある時は、学年クラス氏名を名乗った上で

出入口で呼び出してもらいましょう。生徒の入室はできません。

・校内外を問わず、教職員・来校者・生徒同士でも気持ちよく挨

拶をしましょう。

◆持ち物について
・勉強や部活動に使用しないものは持ち込めません。
・机には収納スペースがありません。廊下の個人ロッカーを上手
く使って持ち物の管理をして下さい。

・置き忘れた場合は、高校職員室前の遺失物棚を探しましょう。
・水筒･ペットボトル以外の飲料や菓子類は持ち込めません。

◆登下校について
・8 時 35 分までに登校しましょう。
・改札前や道路上では立ち止まらないでください。
・駅前なので一般通行者の妨げにならないよう気をつけましょう。
・歩きながらの携帯電話の操作はやめましょう。
・登校後の外出は認めていません。
・20 時完全下校です。

◆遅刻・早退について

・遅刻は始業までに、保護者から電話連絡を入れましょう。事務員に伝言も可能です。

・交通機関の遅れによる遅刻は、駅で遅延証明書をもらってきて提出しましょう。

・遅刻してきた時は、職員室に行って「入室許可証」を発行してもらってから教室に入りましょう。

・早退するときは必ず担任の許可を得て、無断で帰宅しないでください。

・体調不良で帰宅する場合は保健室で相談し、保護者の迎えを待ちましょう。

◆頭髪などについて
・頭髪の基準は、前髪は眉にかからない、横は耳にかからないこと、後は制服の詰襟にかからないこと。
・頭髪指導の日があります。この日までに基準の髪型にして登校しましょう。
・染髪､パーマ､変則的な髪型（極端なツーブロックやライン入れ）は禁止です。
・ピアス･タトゥー・アクセサリー類の着用は禁止。
・整髪料は控えめに。
・ヒゲもマメに剃りましょう。

◆自転車登校について

・入学後に講習を受け、希望者から抽選した上での許可制です。

・応募できるのは指定した範囲内に居住する者のみとなります。

・許可を受けた生徒は自転車にステッカーを貼り、指定された

駐輪場に施錠して停めましょう。

◆服装について

・6～9月が夏服(グレーのズボンと半袖Yシャツあるいはポロシャツ)、それ以外は制服(詰襟上衣とネイビーのズボン）となります。

・寒さ対策 (冷房含む )は指定のセーターあるいは希望購入品のニットベストのみです。

・インナーにカラーTシャツなどを着ないこと。

・靴下は白・紺・黒・グレーの無地のものであれば自由。

・詰襟上衣のボタン (特に第1ボタン )はしっかり留めること。式典などの際は詰襟のホックも留めること。
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