小中一貫校 児童生徒の全市募集について

就学時健康診断について（新小学校1年生）

9年間で未来につながる学力を！
充実した教科指導
伸ばすチャレンジ精神

小中教員の協働した指導

小学校高学年からの一部教科担任制

英語検定 漢字検定 小学生からの部活動 小中学生の活発な交流活動など

施設一体型小中一貫校の詳細な学校案内をご希望の場合は、９月以降に通学区域の小・中学校、
各区役所にお申し出ください。また、学校公開・学校説明会でもお渡しすることができます。
学

校

名

対

象

やたなか小中一貫校
〒546-0023 東住吉区矢田３-４-27
TEL 06-6698-1521

むくのき学園

９月７日
（火）
10日
（金）

〒533-0033 東淀川区東中島４-８-38
TEL 06-6322-0120（小学校）
TEL 06-6322-0333（中学校）

〒557-0016 西成区花園北１-８-32
TEL 06-6631-2711

（アクセス）
◆JR環状線・南海 新今宮駅下車 南西へ約300m
◆OsakaMetro御堂筋線・堺筋線 動物園前駅下車 西へ約400m
◆OsakaMetro四つ橋線 花園町駅下車 北東へ約400m

（授業公開）
８：45 〜 10：35
（学校説明会）
11：00 〜 11：30

※７日（火）の小学１年生は
５時間目（13：45 〜 14：30）
で終了します。

大阪市在住で、
令和４年度に

９月９日
（木）
10日
（金）

咲洲みなみ小中一貫校

（授業公開）
８：45 〜 10：35
（学校説明会）
11：00 〜 12：00

８月31日
（火）
９月１日
（水）

〒559-0033 住之江区南港中３-５-14
TEL 06-6614-0020（小学校）
TEL 06-6614-0600（中学校）

９月４日
（土）

【８/31】
14：00 〜 17：00
【９/ １ 】９：00 〜 12：40

（アクセス）
◆OsakaMetro南港ポートタウン線
ポートタウン西駅下車
南東へ約400m
ポートタウン東駅下車
南西へ約400m

※31日（火）は、部活動の
見学ができます。

日本橋小中一貫校

〒556-0004 浪速区日本橋西１-７-６
TEL 06-6632-7046（小学校）
TEL 06-6633-3751（中学校）

【９/１】 ９：45 〜 11：35
【９/３】13：35 〜 15：25

（アクセス）
◆OsakaMetro堺筋線 恵美須町駅下車 北西へ約200m
◆南海 なんば駅下車 南へ約600m
◆JR環状線 新今宮駅下車 北へ約1000m

※３日（金）は部活動の
見学ができます。

対象児童

当該校区に居住する小学校1年生〜6年生
月曜日〜金曜日：授業終了後〜18時
始業式、終業式等：11時〜18時
土曜日、長期休業日：8時30分〜18時

活動日
時間

※一定人数以上の利用希望者がある場合、有料で８時から８時半まで、また18時から19時
まで活動時間延長等を実施します。詳細は「運営・管理団体」までお問い合わせください。
活動休止日は日曜日、国民の祝日、お盆休み（原則８月11日〜15日）、年末年始（12月29日〜１月３日）
および運営委員会が決定した休止日
参加料は無料です。ただし児童の安全管理にかかる経費（令和３年度児童１人あたり500円（年額））が

参加料

必要です。
※活動時間延長は有料です。詳細は「運営・管理団体」までお問い合わせください。
【参考】令和３年度の延長料金（注１）
朝の延長 年額 5,000円、 夕方の延長 月額 5,000円
（ただし、５人以上で実施。年間利用が前提です。）

運営・管理団体

「いきいき」

９月４日
（土）
（授業公開）
８：45 〜 10：35
（学校説明会）
10：45 〜 11：45

学校公開・学校説明会の日程につきましては、都合により変更する場合があります。詳しくは学校のホームページをご覧ください。

問合せ先：大阪市教育委員会事務局 総務部 学事課 TEL 0 6 - 6 2 0 8 - 9 1 1 4
学校公開・学校説明会の内容等詳細につきましては、各学校まで直接お問い合わせください。
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概要

市内の市立小学校において、平日の放課後、土曜日・長期休業日に小学生の健全育成を図るため、遊びやス
ポーツ、主体的な学習などを活動内容とする「児童いきいき放課後事業」
（愛称：「いきいき」活動）を実施し
ています。
「いきいき」活動は、大阪市から運営・管理委託を受けた団体が実施校ごとに設置されている「いきいき活
動運営委員会」と連携して地域の実情に合わせて運営しています。

（一財）大阪教育文化振興財団
電話 06-6253-6217

※授業体験・部活動体験を
申し込むことができます。

９月１日
（水）
３日
（金）

（浪速小学校・日本橋中学校）

（授業公開）
８：55 〜 12：00
（学校説明会）
11：00 〜 12：00

教育委員会事務局指導部保健体育担当（ TEL ０６−６２０８−９１４１）

児童いきいき放課後事業について

９月11日
（土）

小学校１年生、 【９/ ９ 】９：45 〜 11：35
【９/10】
13：30 〜 16：50
中学校１年生
※10日（金）は部活動の
になる児童
見学ができます。

（南港みなみ小学校・南港南中学校）

問合せ先

９月11日
（土）

【９/ ７ 】
13：30 〜 15：15
【９/10】
10：35 〜 12：35

（アクセス）
◆JR 新大阪駅下車 南東へ約600m
◆OsakaMetro御堂筋線 新大阪駅下車 南東へ約1000m
◆阪急京都線 崇禅寺駅下車 北西へ約400m
◆阪急千里線 柴島駅下車 北西へ約700m

いまみや小中一貫校

（授業公開）
８：45 〜 10：25
（学校説明会）
10：45 〜 11：45

※３日（金）は部活動の
見学ができます。

（啓発小学校・中島中学校）

（新今宮小学校・今宮中学校）

９月４日
（土）

【９/２】10：00 〜 12：30
【９/３】14：00 〜 16：30

矢田駅下車 南西へ約500m
矢田南中学校前バス停すぐ
鷹合４丁目 南西へ約500m

小中一貫校

※児童も見学可
※保護者同伴に限る

※保護者のみ見学可

９月２日
（木）
３日
（金）

（矢田小学校・矢田南中学校）
（アクセス）
◆近鉄南大阪線
◆シティバス
◆シティバス

学校説明会
（授業公開含む）

学校公開日

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、就学先の小学校へご提出ください。

電話番号

市岡小 いきいき活動室 06-6571-3948

時間延長の実施状況

（令和 3 年 6 月時点）
（注 1）

FAX 06-6253-6219

「いきいき」

電話番号

時間延長の実施状況

（令和 3 年 6 月時点）
（注 1）

朝の時間延長あり

築港小 いきいき活動室 06-6573-0337

磯路小 いきいき活動室 06-6571-5962

朝と夕方の時間延長あり

南市岡小 いきいき活動室 06-6583-8687

朝の時間延長あり

三先小 いきいき活動室 06-6571-5882

朝と夕方の時間延長あり

港晴小 いきいき活動室 06-6574-9104

なし

田中小 いきいき活動室 06-6573-5872

なし

弁天小 いきいき活動室 06-6573-5849

なし

八幡屋小 いきいき活動室 06-6571-0538

なし

池島小 いきいき活動室

なし

波除小 いきいき活動室 06-6583-7135

朝の時間延長あり

06-6572-2150

なし

（注１）
「参加料」欄の延長料金と時間延長の実施状況（令和３年６月時点）は、参考であり、令和４年度の時間延長要件・時間延長実施を保証する
ものではありません。
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