
市立学校に就学希望の方に加え、私立、国立等の学校を受験予定の方も、希望調査票は

必ず全員提出してください。提出のない場合は通学区域の学校を希望したものとみなしま

す。 提出期限：令和４年 10 月２８日（金）必着 

学校選択制を利用して通学区域外の小学校に入学・卒業しても、就学が保障される中

学校は通学区域の中学校になります。 

就学する通学区域外の小学校から引き続き通学区域外の中学校へ進学を希望される

場合は、中学校新１年生になる前に、学校選択制により通学区域外の中学校を希望する

「希望調査票」を提出していただく必要があります。ただし、受入人数によっては希望する

中学校に通えない可能性があります。 

※学校選択の際の優先事由に関することは１－５をご覧ください 

姉や兄が学校選択制を利用して通学区域外の学校に在学中で、妹や弟も同じ学校に通

うことを希望された場合でも、きょうだいで学校が別々になる可能性があります。 

※学校選択の際の優先事由に関することは１－５をご覧ください 

―中央区の学校選択制の概要― 

１ 学校選択制について 

 大阪市では、お子さまが市立小中学校に通う場合、住所地により設定された通学区

域に基づいて就学する学校（以下「通学区域の学校」といいます）を指定しています。 

 学校選択制は、小中学校への入学時に、希望者が通学区域の学校以外の学校を選択

できる制度です。ご本人を含めご家族でよく相談いただき、学校を選択してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・選択は入学時の１回のみです。学年途中や進級時の選択はできません。また、選択

対象は中央区内の市立小中学校です。他区の市立学校は選択できません。 

 

・学校選択制を利用した結果、通学区域外の学校への就学が決定した場合、辞退して

通学区域の学校へ就学することはできません。 

 

・学校選択制を利用する場合、通学の安全確保は保護者の責任です。 

登下校時に保護者が付き添うなど、無理なく通えるよう配慮をお願いします。 

小学校の場合は、登下校時の地域見守り活動や、児童いきいき放課後事業の下校時

のルール等が学校によって異なります。通学のルールについて、事前に各学校へご

確認ください。自転車通学は禁止です。やむを得ず通学に公共交通機関を利用する

場合の料金等は自己負担です。 

重 要   

重 要   

重 要   

ご注意ください！ 
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１－１ 学校選択制の対象は？ 

中央区内に在住している令和５年４月に入学予定の「小学校新 1 年生」の児童と「中学校新 1

年生」の生徒です。学年途中や進級時に選択することはできません。 

 

１－２ どこの学校でも選べますか？ 

中央区の学校選択制は、区内すべての市立小中学校が選択対象です。ただし、通学区域外から

の受入には限りがあります。また、他区の市立学校は選べません。 

※大阪市立の施設一体型小中一貫校を選択する場合は 21 ページをご覧ください 

 

１－３ 学校ごとの受入人数は何人ですか？ 

 1８ページに現時点の目安を掲載しています。今後の転出入の状況等により受入人数は変動する

ため、最終的な受入人数は 1８ページの表から大きく変わる場合があります。受入が発生しない学

校もあります。 

 

１－４ 希望した学校には必ず通いたいです。どうしたらよいですか？ 

 お住まいの通学区域の市立学校を希望する場合は必ず入学できますが、学校選択制は希望した

通学区域外の学校に必ず通えるよう保証する制度ではありません。 

 なお、1６ページ「中央区内の通学区域一覧」に記載のとおり、お住いの地域ごとにあらかじめ

通学区域の学校が設定されております。お引越しをされる場合等で、就学先となる通学区域の学

校を知りたいときには「中央区内の通学区域一覧」を参考にしてください。 

 

１－５ 入学にあたって優先事由はありますか？ 

下記の（ア）（イ）が優先事由です。 

・（ア）学校選択制で通学区域外の学校に姉や兄が在学中で、令和５年４月以降も引き続き在学

する場合に、妹や弟が同じ学校を希望したとき 

   優先事由（ア）に該当する場合、希望調査票の「優先事由」欄に（ア）を記入し、きょう

だいの氏名等をご記入ください。 

・（イ）学校選択制で通学区域外の小学校に在籍している場合で、その小学校の進学先である通

学区域外の中学校を希望したとき 

   優先事由（イ）に該当する場合、希望調査票の「優先事由」欄に（イ）をご記入ください。 

⇒（イ）の場合、中学校新１年生になる前に再度学校選択を行っていただき、必ず「希望

調査票」を提出していただきますようお願いします。 

 

注 意 あくまでも受入人数の範囲内での優先であり、希望した通学区域外の学校に必ず通え

るよう保証するものではありません。通学区域外からの受入人数はその年によって変

動します。上記（ア）、（イ）の事由に該当する場合であっても、希望した学校に通え

ない場合があります。また、家から学校への距離が近いことは優先事由になりません。 

 

 

 

4



２ 学校決定までの流れ （14 ページ「入学までのスケジュール」もご覧ください） 

２－１ 学校選択制希望調査票はいつ、どこに提出するのですか？ 

 期限までに必ず「希望調査票」を郵送又は窓口持参により提出してください。お住まいの通学

区域の学校に就学希望の方や、私立や国立等の学校を受験予定の方も、全員提出をお願いします。 

期限までに提出がない場合や、希望校が未記入の場合は、お住まいの通学区域の学校を希望し

たものとみなします。 

期 限  令和４年 10 月 2８日（金）必着 （窓口持参の場合は午後 5 時 30 分まで） 

 担 当  中央区役所窓口サービス課（住民登録） 区役所１階 ８番窓口 

 

２－２ 希望調査の結果はどのように確認できますか？ 

（1） 個別に「希望調査結果通知書」を発送しますので、ご確認ください。 

発送時期 令和４年 11 月８日（火）～９日（水） 

対象者  回答の有無にかかわらず全員 

（2） 各校の受入人数及び希望者数は、中央区のホームページで公表します。 

公表日   令和４年 11 月１０日（木）  

注 意  各校の受入人数は、1８ページの目安から増減する場合があります。 

 

２－３ 希望校を変更できますか？ 

1 回に限り、希望校を変更できます。中央区役所にご来庁のうえお手続きいただきます。 

電話、郵送等での受付はできません。また、各学校の変更状況のお問合せにはお答えできませ

んのでご了承ください。変更受付期間後に、最終結果を公表します。（２－５参照） 

変更期間が始まる前に、まずは下記担当までお電話ください。 

担 当  中央区役所窓口サービス課（住民登録） 電話 06-6267-9963 

受付期間 令和４年 11 月 11 日（金）～1７日（木）午前９時から午後 5 時 30 分まで 

注 意  期間を過ぎてからの変更は一切受けておりません。必ず期間内にお手続きください。 

 

２－４ 希望者数が受入人数を超えた場合はどうなりますか？ 

通学区域外からの入学希望者を対象に、公開により抽選を行います。当選された方は希望校へ

の入学が決定します。 

 

２－５ 最終的な希望調査の結果や抽選の有無はいつ確認できますか？ 

最終結果や、各学校の抽選の有無について、中央区のホームページで公表します。 

 最終結果公表日 令和４年 1２月１日（木） 

 

２－６  抽選はいつ、どこで行われますか？ 

抽選日時、場所は次のとおりです。 

日 時  令和４年１２月８日（木） 午前１１時から 

場 所  中央区役所会議室 

通学区域外の学校を希望された方に、下記の日程で抽選の実施に関するお知らせを発送します。 

発送期間 令和４年 11 月２８日（月）～１１月３０日（水） 
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２－７ 抽選のとき、自分のくじを引くことはできますか？ 

 抽選は中央区役所職員が行います。ご自身でくじを引いていただくことはできません。 

 抽選は公開して行いますので、様子をご覧になりたい方は直接会場にお越しください。 

ただし、観覧者多数の場合は、入場をお断りする場合があります。 

 

２－８ 第２希望や第３希望はどのように取り扱われますか？ 

（1）第１希望者のみで受入人数を超えた場合 

第１希望者のみで抽選を行い、第２希望者以降の方の受入はありません。 

（2）第１希望者のみでは受入人数を超えない場合 

第２希望者の受入を行います。第２希望者までで受入人数を超える場合、 

第２希望者のみで抽選を行います。 

（補足）第３希望者についても同様の流れです。 

 

２－９ 抽選結果はどうすればわかりますか？ 

 中央区のホームページに抽選結果を公表します。 

 公表日  令和４年 12 月９日（金）予定 

担 当  中央区役所窓口サービス課（住民登録） 

区役所１階 8 番窓口   電話 06-6267-9963 

＊抽選結果を直接お問い合わせいただく際は、12 月９日（金）以降にお願いします。 

 

２－10 抽選でもれたらどうなりますか？ 

第１希望校の抽選でもれて第２希望以降の学校がない場合、第１希望校の補欠リストに登録さ

れます。（２－１１参照） 

第２希望以降での受入が可能な場合は、第１希望校の補欠リストに登録されます。 

第２希望以降の学校があり、受入が可能な場合は、２－８（２）のとおり取り扱います。 

補欠リストに登録された方には、補欠番号通知書を発送します。 

注 意 第２希望校以降での受入が可能な場合は、第１希望校の補欠リストには登録されませ

ん。希望校が第１希望の学校のみの場合は、第２希望以降の学校は記入しないで空欄

のままにしてください。 

 

２－11 補欠リストとはなんですか？ 

補欠リストとは、繰上当選の際の順番を定めたリストです。第２希望以降の補欠リストはあり

ません。補欠リストに登録する順位についても抽選を行います。 

私立や国立等の学校への入学による辞退者が出た場合など、受入が可能となった際に、抽選も

れした第１希望者を順に繰り上げて受け入れます。 

 

２－12 当選を辞退できますか？ 

抽選で当選して就学する学校が決定したあとに、当選を辞退し、通学区域の市立学校に就学す

ることはできません。また、第２希望の当選を辞退し、第１希望の補欠に回ることもできません。 

ただし、当選された方が、私立や国立等の学校への入学が決まった場合は、区役所窓口への届

出により辞退となります。（３－２参照） 
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２－13 補欠登録を辞退することはできますか？ 

期限までに区役所へ申し出てください。補欠を辞退することで、通学区域の学校への就学が確

定します。 

また、２－12 と同様、補欠登録された方が私立や国立等の学校への入学が決まった場合は、区

役所窓口への届出により辞退となります。（３－２参照） 

期 限   小学校 令和 5 年 2 月 10 日（金）午後５時 30 分まで 

      中学校 令和 5 年 2 月 17 日（金）午後５時 30 分まで 

 方 法  保護者の方が、直接窓口にお越しください。 

 持参物   補欠番号通知書、保護者本人と確認できる書類 

窓 口  中央区役所窓口サービス課（住民登録）  区役所１階８番窓口 

 

２－14 補欠で何人繰り上がるのですか？ 

いつ何人の繰上が発生するかは、その年ごとその学校ごとに異なります。私立や国立等の学校

への入学による辞退者が出た場合など、受入が可能となった際に繰上を行いますが、最終的に繰

上が発生しないこともあります。 

 

３ 就学先の決定 

３－１ 就学する学校はどうすればわかりますか？ 

12 月下旬に、就学通知を発送します。補欠リストに登録されて繰上を待っておられる方へは、

いったんお住まいの通学区域の学校名が記載された就学通知をお送りします。 

 

３－２ 私立や国立の学校への入学が決まりました。何か手続きが必要ですか？ 

私立や国立等の学校に入学することが決まり、区内の市立学校に就学しない方は、決まり次第、

速やかに区役所窓口にてお手続をお願いします。 

方 法  保護者の方が、直接窓口にお越しください 

持参物  実際に入学する学校から発行される「入学許可証」（原本） 

窓 口   中央区役所窓口サービス課（住民登録）  区役所１階 ８番窓口 

お願い  手続きが遅くなると、補欠の方がいる場合は繰上に大きく影響します。私立や国立

等の学校に入学が決まりましたら、速やかに手続きくださいますようご協力をお願

いします。 

 

３－３ 補欠の繰上はいつ、どのように決まりますか？ 

繰上期限までに繰上となった方には、区役所から電話連絡し意思確認を行います。意思確認書

を発送しますので、回答のうえ提出してください。 

繰上期限  小学校 令和 5 年 2 月 10 日（金）まで 

      中学校 令和 5 年 2 月 17 日（金）まで 

 注 意   回答がない場合は繰上を辞退したものとして取り扱います。 

発送の時期が例年２月頃となっており、回答までの期限が短くなる場合もあります

のでご注意ください。 
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３－４ 学校選択制により就学する学校が決定しましたが、理由があって子どもをいわゆるイン

ターナショナルスクールに通わせることはできますか。 
学校教育法第１条に定める学校に当たらないインターナショナルスクールに通わせる場合は、

同法１６条に定める教育の義務を果たすことができないため、やむを得ない事由で就学が困難と

認められない限り、保護者の方は日本の国籍を有する学齢の子を原則として学校選択制により決

定した学校に就学させる義務があります。 

 

４ 引越ししたら  

４－１ 令和５年４月までに区外へ転出した場合はどのようになりますか？ 

学校選択制は区内の学校が対象です。中央区外へ転出した場合は中央区の学校に通うことはで

きません。市外転出される場合は転出先自治体の就学制度に基づき、通学する学校が決まります。 

 

４－２ 令和５年４月までに区内で転居するため、入学時点の通学区域の学校は希望調査票に記

載された学校と異なります。転居後の通学区域の学校に就学を希望する場合は、希望調

査票にどのような記載をすればよいですか？ 

希望調査票に記載されている通学区域の学校に関わらず、１「通学区域の学校への就学を希望

する」に○をつけ、調査票の余白に転居予定（時期・地域等）をご記入のうえ提出してください。 

 

４－３ 希望変更期間後に中央区に転入する場合は学校選択できないのですか？ 

希望変更期間後に新たに他区・他都道府県等から中央区に転入してこられた方は、受入人数に

余裕がある学校のみ選択できます。なお、中央区内で転居する方は対象外です。 

問合せ：中央区役所窓口サービス課（住民登録）区役所１階８番窓口 電話：06-6267-9963 

 

５ 指定校変更 

５－１ 指定校変更の制度はどうなるのですか？ 

 保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、児童の在宅が困難であるため、保護者の

勤務地又は保護者に代わる親族の住所の属する通学区域の小学校に就学を希望する場合など、住

所地または学校選択制によらない学校の指定を行うことがあります。詳しくは、大阪市のホーム

ページ【指定校変更・区域外就学について】をご覧ください。  （ＱＲコードをご利用ください） 

問合せ：中央区役所窓口サービス課（住民登録） 

区役所１階８番窓口  電話：06-6267-9963  

 

６ その他の留意事項 

６－１ 通学区域外の学校に就学する場合でも、地域の活動に参加する必要がありますか？ 

通学区域外の学校に就学することになっても、学校を中心とした地域活動へは積極的に参画し

ていただくようお願いします。ＰＴＡ活動についても積極的な参画をお願いします。 
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６－２ 標準服や準備する学用品は区内の学校で共通ですか？ 

各学校とも標準服があり、学校ごとに仕様が異なります。また、学用品の中には学校で指定し

ているものもあります。 

 

 

―希望調査票の記入について― 

 
１ 必ず、第２希望校、第３希望校（小学校のみ）まで書かないといけないのですか？ 

通学区域外の学校を希望する際の学校名の記入にあたっては、ご本人を含めてご家族でよくご

相談いただき、第２希望、第３希望の学校がなければ空欄にしてください。 

 

２ 私立や国立等の学校を受験予定です。その場合はどのように記入すればよいですか？  

（１）私立や国立等の小・中学校を受験予定で、結果により通学区域の学校を希望する場合 

小学校新１年生の方は「１ 通学区域の学校への就学を希望する。」及び希望調査票の一番下

の段の「２ 私立もしくは国立小学校を受験する予定がある。」に○をつけてください。 

中学校新１年生の方は「１ 通学区域の学校への就学を希望する。」及び希望調査票の一番下

の段の「２ 私立・国立中学校・選抜を実施する公立中学校を受験する予定がある。」に○をつ

けてください。 

 

（２）私立や国立等の小・中学校を受験予定で、結果により通学区域外の学校を希望する場合 

小学校新１年生の方は「２ １以外の選択可能な学校への就学を希望し、希望する学校（選

択校）は下記のとおりとする。」に〇をつけ、希望調査票の学校選択制希望欄に希望する市立学

校名を記載してください。また、希望調査票の一番下の段の「２ 私立もしくは国立小学校を

受験する予定がある。」に○をつけてください。 

中学校新１年生の方は「３ １、２以外の選択可能な学校への就学を希望し、希望する学校

（選択校）は下記のとおりとする。」に〇をつけ、希望調査票の学校選択制希望欄に希望する市

立学校名を記載してください。また、希望調査票の一番下の段の「２ 私立・国立中学校・選

抜を実施する公立中学校を受験する予定がある。」に○をつけてください。 

 

３ 優先事由にあてはまる場合は、どのように記入すればよいですか？ 

４ページ １－５をご確認のうえ、希望調査票にご記入をお願いします。 

 

 ８ページ ４－２をご確認のうえ、希望調査票にご記入をお願いします。 

 

 

１０ページから１３ページの記載例を参考にご記入ください。 

４ 令和５年４月までに区内で転居する予定があり、転居後の通学区域の学校が異なる場合

は、どのように記入すればよいですか？ 
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○○○－○○○○  【○○年度小学校新1年生】
用】 

中央区○○○★丁目★★番★★－★号 

マンション○○ 

 541－8518 
 中央 太郎 様 大阪市中央区 

  久太郎町１丁目 2番 27 号 

   中央区役所市民協働課 
53500011-15-66-3 電 話 06-6267-9837 

   ＦＡＸ 06-6264-8283 

学校選択制希望調査票 

・必要事項を記入の上、期限内に同封の返信用封筒により、区役所まで郵送またはご持参ください。 

・通学区域の学校を希望する場合を含め、全員、学校選択制希望調査票をご提出ください。 

・選択可能校の希望者の数がその学校の受入人数を超えた場合は、抽選となります。 

・学校選択制においては、異なる通学区域へ転居した場合等を除き、希望確定後の変更や辞退、入学後の転校は 

認められません。 
 

希望調査番号 ○○○○-○○-○○○○    

就学予定者氏名 
○○ ○○ 

生年月日 ○○年○○月○○日 

保護者氏名 
○○ ○○ 

 

住所 
中央区○○○★丁目★★番★★－★★★号 

マンション○○ 

選択基準の 

の学校 
○○○小学校 

連絡先 

（自宅） 
 

連絡先 

（日中帯） 
 

◆学校選択制希望 

ご希望により以下の該当する数字に○をつけ、2を選ぶ場合は希望する学校名をご記入ください。 

1   通学区域の学校への就学を希望する。 

2   1 以外の選択可能な学校への就学を希望し、希望する学校（選択校）は下記のとおりとする。 

  抽選となった時に優先されるべき事由（記入要領を参照）がある場合は、下記にご記入ください。 

第１希望校学校名 ●●●小学校 優先事由  

第２希望校学校名 ◎◎小学校  
 

第３希望校学校名 ■■小学校   

（2 を選ばれた方のうち該当する場合のみご回答ください） 

きょうだいの氏名   年  組                       年  月  日生 

◆確認事項 

  ・新１年生同士（双子等）で同一の学校に就学を希望される場合は、その方の氏名をご記入ください。 

双子等の氏名  

 ・特別支援学級への就学を希望される方は、いずれかの数字に〇をつけてください。 

1 希望する小学校に就学相談をしており、支援学級への就学を希望する。 

2 希望する小学校に就学相談をしていないが、支援学級への就学を希望する。 

※ 2 に〇をつけた方は、至急に就学相談をしてください。 

 ・下記の学校へ就学する予定（希望）のある方は、該当する数字に〇をつけてください。 

1 現在、支援学校への就学を相談中（相談予定）である。 

2 私立もしくは国立小学校を受験する予定がある。            （バーコード） 

連絡先に自宅と日中の連絡先を記入してください 

（連絡のつきやすい番号のご記入をお願いします） 

 

１、２のいずれにも〇がない場合は、「１ 通学区域の学校

への就学を希望する」を選んだものとみなします 

希望校学校名について 

・通学区域「外」の学校を希望する場合のみ

区内市立学校名を記入してください 

・通学区域の学校や、私立国立等の学校名

は記入不要です 

優先事由に該当する場合

は、「優先事由」欄に（ア）を

記入してください 

（４ページ １－５参照） 

小学校新１年生  記入例 
・通学区域の学校希望   ⇒ 「◆学校選択制希望欄」の １ に○ 

・通学区域外の学校希望 ⇒ 「◆学校選択制希望欄」の ２ に○をして希望する市立学校を記入 

・私立国立等を受験予定で、特に市立学校の希望がない場合 

 ⇒ 「◆学校選択制希望欄」の １ に○をして 

調査票下部の「私立もしくは国立学校を受験する予定がある。」にも○をする 

優先事由（ア）に該当するきょうだいの氏名等を記入してください。 
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○○○－○○○○ 【○○年度 小学校新 1 年生用】 

中央区○○○★丁目★★番★★－★号 

マンション○○ 

 541－8518 
 中央 太郎 様 大阪市中央区 

  久太郎町１丁目 2 番 27 号 

   中央区役所市民協働課 
53500011-15-66-3 電 話 06-6267-9837 

   ＦＡＸ 06-6264-8283 

 

School Selection System Questionnaire 

・After completing the questionnaire, please return it before the deadline in the encased envelop to your ward office 
either in person or through post.  
・Every incoming student, including those who wish to attend the designated public elementary school, is required to 
submit the School Selection System Questionnaire. 
・If the number of students intending to attend a school exceeds the number of students the school can accept, a 
lottery will be drawn. 
・Except for cases in which the student moved to another school district, once school selection decision is made, 
changes to selection, withdrawals from school, or transferring school after enrolling will not be accepted.  

 

Questionnaire 
Number ○○○○-○○-○○○○ 

   

Name of student ○○ ○○ Date of 
Birth yyyy/ mm/ dd 

Name of 
guardian 

○○ ○○ 

 

Address 
○○○Ward★Chome★★Number 

Apt. ○○ 

Student’s 
designated 

school based 
on address 

○○○ Elementary School 

Telephone 
（Home）  

Telephone 
（Cellphone）  

◆Selection Section  

Please circle the number that applies to you. For those choosing 2, please fill out your choice of schools below.  

1. I wish to attend the designated school based on my address. 

2. I wish to attend a school that is not the designated school, and I wish to attend the schools indicated below. 

 If there is any reason to prioritze you choice of school when the lottery is drawn, please write it down below. 

First choice of 
school 

●●● Elementary School Reason to be 
prioritized  

Second choice of 
school ◎◎ Elementary School   

Third choice of 
school ■■ Elementary School   

（If you selected 2 and the following applies to you, please fill it out.） 

Name of sibling     Grade    Class                     Date of Birth: yyyy /mm/ dd 

◆Items to confirm 
  ・If both children are incoming first graders（i.e.twins）and wish to attend the same school, please put the twin’s name below. 

Name(s) of twin or 
triplets  

 ・For those who intend to attend schools that provide special learning support, please circle either of the statements below. 
1 Student intends to go to a school with special learning support and have already consulted with the school in mind. 
2 Student intends to go to a school with speical learning support and have not yet consulted with the school in mind. 

※ For those who circled 2, please consult with the school you wish to attend that have speical learning support 
as soon as possible. 

 ・Please circle all that applies to the student if he or she has decided to (or intends to) attend the following schools. 
1 Student is currently consulting (or planning to consult) with special needs schools. 
2 Student is planning to take entrance exams to private or national elementary schools. 

 
（Barcode） 

If neither 1 nor 2 is circled ○, choice 1 “Student 
intends to attend the designated school based on 
his/her address” will be selected by default. 

・Only write down the names of municipal schools that are 
not the designated school according to your address. 
・Do not write down the names of your designated school, 
private schools, or national schools. 

Fill out only in the case if the sibling has 
utilized the School Selection System before 
and is now attending a public school that is not 
the designated school based on address. 

Incoming Elementary School First Grade Students 
Questionnaire Sample 

・Students who wish to attend the designated public elementary school based on residence 
⇒please circle 1 in the ◆Selection Section. 
・Students who wish to attend a public elementary school other than your designated school  
⇒please circle 2 in the ◆Selection Section and indicate the names of schools you wish to attend. 
・Students without the intention to attend public elementary schools because you plan to take the exams for a private or national 
elementary school 
⇒please circle 1 in the ◆Selection Section 
⇒and circle “Student is planning to take entrance exams to private or national elementary schools” at the bottom of the questionnaire. 

Please fill out a home phone and daytime 
phone number （most frequently used） 
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○○○-○○○○ 【○○年度 中学校新1年生用】 

中央区○○○★丁目★★番★★－★号 

マンション○○ 

 541-8518 
 中央 太郎 様 大阪市中央区 

  久太郎町１丁目２番２７号 

   中央区役所市民協働課 
53500011-15-66-3 電 話 06-6267-9837 

   ＦＡＸ 06-6264-8283 

学校選択制希望調査票 

・必要事項を記入の上、期限内に同封の返信用封筒により、区役所まで郵送またはご持参ください。 

・通学区域の学校を希望する場合を含め、全員、学校選択制希望調査票をご提出ください。 

・選択可能校の希望者の数がその学校の受入人数を超えた場合は、抽選となります。 

・学校選択制においては、異なる通学区域へ転居した場合等を除き、希望確定後の変更や辞退、入学後の転校は 

認められません。 
 

希望調査番号 ○○○○-○○-○○○○    

児童氏名 
○○ ○○ 

 
生年月日 ○○年○○月○○日 

保護者氏名 
○○ ○○ 

 

住所 
中央区○○○★丁目★★番★★－★★★号 

マンション○○ 

選択基準の 

学校 
○○中学校 

連絡先 

（自宅） 
 

連絡先 

（日中帯） 
 

◆学校選択制希望 

ご希望により以下の該当する数字に〇をつけ、3を選ぶ場合は希望する学校名をご記入ください。 

1   通学区域の学校への就学を希望する。   2   引き続き小中一貫校への就学を希望する。 

3   1、2 以外の選択可能な学校への就学を希望し、希望する学校（選択校）は下記のとおりとする。 

  抽選となった時に優先されるべき事由（記入要領を参照）がある場合は、下記にご記入ください。 

第 1希望校学校名 ●●●中学校 優先事由    

第 2 希望校学校名 ◎◎中学校 優先事由  

************  優先事由  

（３を選ばれた方のうち該当する場合のみご回答ください） 

きょうだい関係 年 組                          年  月  日生 

◆確認事項 

  ・新１年生同士（双子等）で同一の学校に就学を希望される場合は、その方の氏名をご記入ください。 

双子等の氏名  

 ・特別支援学級への就学を希望される方は、いずれかの数字に〇をつけてください。 

1 希望する中学校に就学相談をしており、特別支援学級への就学を希望する。 

2 希望する中学校に就学相談をしていないが、特別支援学級への就学を希望する。 

※ 2 に〇をつけた方は、至急に就学相談をしてください。 

 ・下記の学校へ就学する予定（希望）のある方は、該当する数字に〇をつけてください。 

1 現在、支援学校への就学を相談中（相談予定）である。 

2 私立・国立中学校並びに咲くやこの花中学校及び水都国際中学校等の公立中学校を受験する予定がある。 

中学校新１年生  記入例 
・通学区域の学校希望  ⇒ 「◆学校選択制希望欄」の 1 に○ 

・通学区域外の学校希望 ⇒ 「◆学校選択制希望欄」の 3 に○をして希望する市立学校名を記入 

・私立国立等を受験予定で、特に市立学校の希望がない場合  

⇒ 「◆学校選択制希望欄」の １ に○をして 

調査票下部「私立もしくは国立学校を受験する予定がある。」にも○をする 

連絡先に自宅と日中の連絡先を記入してください 

（連絡のつきやすい番号のご記入をお願いします） 

 

１、２、３のいずれにも〇がない場合は、「１ 通学区域の学校

への就学を希望する」を選んだものとみなします 

希望校学校名について 

・通学区域「外」の学校を希望する場合のみ

区内市立学校名を記入してください 

・通学区域の学校や、私立国立等の学校名

は記入不要です 

優先事由に該当する場合

は、「優先事由」欄に（ア）又

は（イ）を記入してください 

（４ページ １－５参照） 

 

優先事由（ア）に該当するきょうだいの氏名等を記入してください。 

２は大阪市立小中一貫校希望の方のみ 
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○○○－○○○○ 【○○年度 小学校新 1 年生用】 

中央区○○○★丁目★★番★★－★号 

マンション○○ 

 541－8518 
 中央 太郎 様 大阪市中央区 

  久太郎町１丁目 2 番 27 号 

   中央区役所市民協働課 
53500011-15-66-3 電 話 06-6267-9837 

   ＦＡＸ 06-6264-8283 

 

School Selection System Questionnaire 

・After completing the questionnaire, please return it before the deadline in the encased envelop to your ward office 
either in person or through post. 
・Every incoming student, including those who wish to attend the designated public junior high school, is required to 
submit the School Selection System Questionnaire. 
・If the number of students intending to attend a school exceeds the number of students the school can accept, a 
lottery will be drawn. 
・Except for cases in which the student moved to another school district, once school selection decision is made, 
changes to selection, withdrawals from school, or transferring school after enrolling will not be accepted. 

 

Questionnaire 
Number ○○○○-○○-○○○○ 

   

Name of student ○○ ○○ Date of 
Birth yyyy/ mm/ dd 

Name of 
guardian 

○○ ○○ 

 

Address 
○○○Ward★Chome★★Number 

Apt. ○○ 

Student’s 
designated 

school based 
on address 

○○○ Junior High School 

Telephone 
（Home）  

Telephone 
（Cellphone）  

◆Selection Section  

Please circle the number that applies to you. For those choosing 3, please fill out your choice of schools below.  
1. I wish to attend the designated school based on my address. 
2. I wish to attend directly the junior high school affiliated with my current elementary school. 
3. I wish to attend a school that is not the designated school, and I wish to attend the schools indicated below. 
 If there is any reason to prioritze you choice of school when the lottery is drawn, please write it down below. 

First choice of 
school 

●●● Junior High School Reason to be 
prioritized  

Second choice of 
school ◎◎ Junior High School   

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

（If you selected 3 and the following applies to you, please fill it out.） 

Name of sibling     Grade    Class                     Date of Birth: yyyy/ mm/ dd 

◆Items to confirm 
  ・If both children are incoming first graders（i.e.twins）and wish to attend the same school, please put the twin’s name below. 

Name(s) of twin or 
triplets  

 ・For those who intend to attend schools that provide special learning support, please circle either of the statements below. 
1 Student intends to go to a school with special learning support and have already consulted with the school in mind. 
2 Student intends to go to a school with speical learning support and have not yet consulted with the school in mind. 

※ For those who circled 2, please consult with the school you wish to attend that have speical learning support 
as soon as possible. 

 ・Please circle all that applies to the student if he or she has decided to (or intends to) attend the following schools. 
1 Student is currently consulting (or planning to consult) with special needs schools. 
2 Student is planning to take entrance exams to private,national or public junior high schools. 

（Barcode） 

If none of 1, 2, or 3 is circled ○, choice 1 “Student 
intends to attend the designated school based on 
his/her address” will be selected by default. 

・Only write down the names of municipal schools that are 
not the designated school according to your address. 
・Do not write down the names of your designated school, 
private schools, or national schools. 

Fill out only in the case if the sibling has 
utilized the School Selection System before 
and is now attending a public school that is not 
the designated school based on address. 

Incoming Junior High School First Grade Students 
Questionnaire Sample 

・Students who wish to attend the designated public junior high school based on residence 
⇒please circle 1 in the ◆Selection Section. 
・Students who wish to attend a public junior high school other than your designated school  
⇒please circle 3 in the ◆Selection Section and indicate the names of schools you wish to attend. 
・Students without the intention to attend public junior high schools because you plan to take the exams for a private or national junior high 
school 
⇒please circle 1 in the ◆Selection Section  
⇒and circle “Student is planning to take entrance exams to private or national junior high schools” at the bottom of the questionnaire. 

２ is only for students who want to attend 
the junior high school connected to their 
current elementary school. 

Please fill out a home phone and daytime phone 
number （most frequently used） 
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―入学までのスケジュール― 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

就学時健康診断について（新小学校・義務教育学校 1 年生） 
 

 就学時健康診断は、学校保健安全法に基づく健康診断です。就学される前の年の 10

月から 12 月にかけて各小学校等の健診会場において実施します。実施日は各健診会

場により異なります。 

就学時健康診断については、9月下旬以降、「就学時健康診断のお知らせ」が送られて

きますので、指定の健診会場で受診してください。「就学時健康診断のお知らせ」の送

付時期は各健診会場により異なります。 

 学校選択制で、通学区域以外の小学校等を希望される場合でも、健康診断は指定の

健診会場で受診し、受診後に渡される「就学時健康診断結果票」を大切に保管し、就

学が決定しましたら、就学先の小学校等へご提出ください。 

就学時健康診断の問合せ：教育委員会事務局指導部保健体育担当 

                          電話 06-6208－9141 

10 月 28 日 

希望調査票提出期限 

11 月 11 日～17 日 

変更受付期間 

11 月 10 日 

希望調査結果公表① 

12 月１日 

希望調査結果公表② 

抽選実施通知 

12 月 8 日 
公開抽選 

～2 月 10 日 
繰上通知（小学校） 
～2 月 17 日 
繰上通知（中学校） 

4 月 

入学 

通学区域の 

学校を希望 
通学区域外の学校を希望 

希望校変更（１回のみ） 

抽選あり 

第１ 

希望校

当選 

第２ 

希望校

当選 

第３ 

希望校当選 
(小学校のみ) 

第１ 

希望校 

補欠登録 

第１希望校 

繰上あり 

通学区域校 第１希望校 
第２ 

希望校 
第３ 

希望校 

抽選なし 

第１ 

希望校 

12 月下旬 

就学通知 

 
※補欠登録の方には、
いったん通学区域の
学校の就学通知書を
お送りします 

第１希望校

補欠登録 

辞退 

第１希望校 

繰上なし 
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