
学校選択の流れとスケジュール

「学校選択制希望調査票」発送〈対象者全員に送付します〉

学校選択

10月28日

８月下旬

９月～10月

11月10日

11月8日　　
　　～9日

11月11日　
　　～17日

「学校選択制希望調査票」提出期限

※９～10ページのフローチャート（流れ図）もあわせてご覧ください。

提出期限

提 出 先

【郵送】令和４年 10月 28 日（金）　必着

第１回希望調査結果発送〈対象者全員に送付します〉

第１回希望調査結果公表

第１回希望調査結果については、都島区のホームページでお知らせ
します。
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希望変更受付期間

11月28日　
　　～30日 抽選通知発送〈通学区域外の学校を選択された方全員に送付します〉

12月1日 第２回希望調査結果公表

第２回希望調査結果については、都島区のホームページでお知らせし
ます。

12月８日 公開抽選

〈抽選について〉
第１希望校の希望者が、受入可能人数1. 以内の場合

→抽選なし、第１希望校に入学
第１希望校の希望者が、受入可能人数を2. 超える場合

→抽選あり
⑴抽選に当選した方→第１希望校に入学
⑵抽選に落選した方
ア　第２希望がない場合

→第１希望校の補欠へ
イ　第２希望があるが、第２希望校での募集がない場合

→第１希望校の補欠へ
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学校案内や各小学校のホームページをご覧いただき、特に通学区域外
の学校を選択するにあたっては、各小学校で開催される学校見学等に参
加するなどして、学校を選択してください。
学校見学等については、８ページをご覧ください。また、参加される場合

は、あらかじめ学校へご連絡いただき、40ページの｢令和 5年度 新入生用 

都島区 学校見学証｣に住所・氏名を記入し、切り取ってお持ちください。

｢学校選択制希望調査票｣については、同封の返信用封筒で、都島区役
所窓口サービス課（住民情報）あて、提出期限までに必ず全員ご返送くだ
さい。
提出されなかった場合は、お住まいの通学区域の小学校が就学指定校
となります。

※締切を過ぎた場合は、「学校選択制希望調査票」は受付できません。通学
区域の学校を選択したものとみなします。希望校を変更する場合は、希
望変更受付期間内（11/11 ～ 17）にお手続きください。

〒534-8501　大阪市都島区中野町２-16-20
都島区役所　窓口サービス課（住民情報）　１階１番窓口

「学校選択制希望調査票」提出後１回に限り、希望校を変更することが
できます。
希望変更の受付は、都島区役所１階 1番窓口、窓口サービス課（住民情

報）までお越しください。

ただし、希望変更受付期間後は、希望校を変更することはできません。
※抽選により当選した場合も、通学区域の学校へは戻ることができま

せんので、よく考えてお手続きください。

希望者が受入可能人数を超えた場合、通学区域外の希望者については
抽選を行います。抽選は公開とし、日時・場所は該当者にお知らせします。

公開抽選により入学者を決定しますが、落選した方で第２希望のない
方等については、第１希望校の「補欠」とします。後日、転出等で辞退者が
出た場合、「補欠」の中から繰り上げて希望校に入学できる場合もありま
すので、あらかじめその順番も決めておきます。

公開抽選の結果については、都島区のホームページでお知らせします。



学校選択の流れとスケジュール

「学校選択制希望調査票」発送〈対象者全員に送付します〉

学校選択

10月28日

８月下旬

９月～10月

11月10日

11月8日　　
　　～9日

11月11日　
　　～17日

「学校選択制希望調査票」提出期限

※９～10ページのフローチャート（流れ図）もあわせてご覧ください。

提出期限

提 出 先

【郵送】令和４年 10月 28 日（金）　必着

第１回希望調査結果発送〈対象者全員に送付します〉

第１回希望調査結果公表

第１回希望調査結果については、都島区のホームページでお知らせ
します。

5

希望変更受付期間

11月28日　
　　～30日 抽選通知発送〈通学区域外の学校を選択された方全員に送付します〉

12月1日 第２回希望調査結果公表

第２回希望調査結果については、都島区のホームページでお知らせし
ます。

12月８日 公開抽選

〈抽選について〉
第１希望校の希望者が、受入可能人数1. 以内の場合

→抽選なし、第１希望校に入学
第１希望校の希望者が、受入可能人数を2. 超える場合

→抽選あり
⑴抽選に当選した方→第１希望校に入学
⑵抽選に落選した方
ア　第２希望がない場合

→第１希望校の補欠へ
イ　第２希望があるが、第２希望校での募集がない場合

→第１希望校の補欠へ

6

学校案内や各小学校のホームページをご覧いただき、特に通学区域外
の学校を選択するにあたっては、各小学校で開催される学校見学等に参
加するなどして、学校を選択してください。
学校見学等については、８ページをご覧ください。また、参加される場合

は、あらかじめ学校へご連絡いただき、40ページの｢令和 5年度 新入生用 

都島区 学校見学証｣に住所・氏名を記入し、切り取ってお持ちください。

｢学校選択制希望調査票｣については、同封の返信用封筒で、都島区役
所窓口サービス課（住民情報）あて、提出期限までに必ず全員ご返送くだ
さい。
提出されなかった場合は、お住まいの通学区域の小学校が就学指定校
となります。

※締切を過ぎた場合は、「学校選択制希望調査票」は受付できません。通学
区域の学校を選択したものとみなします。希望校を変更する場合は、希
望変更受付期間内（11/11 ～ 17）にお手続きください。

〒534-8501　大阪市都島区中野町２-16-20
都島区役所　窓口サービス課（住民情報）　１階１番窓口

「学校選択制希望調査票」提出後１回に限り、希望校を変更することが
できます。
希望変更の受付は、都島区役所１階 1番窓口、窓口サービス課（住民情

報）までお越しください。

ただし、希望変更受付期間後は、希望校を変更することはできません。
※抽選により当選した場合も、通学区域の学校へは戻ることができま

せんので、よく考えてお手続きください。

希望者が受入可能人数を超えた場合、通学区域外の希望者については
抽選を行います。抽選は公開とし、日時・場所は該当者にお知らせします。

公開抽選により入学者を決定しますが、落選した方で第２希望のない
方等については、第１希望校の「補欠」とします。後日、転出等で辞退者が
出た場合、「補欠」の中から繰り上げて希望校に入学できる場合もありま
すので、あらかじめその順番も決めておきます。

公開抽選の結果については、都島区のホームページでお知らせします。



２月10日

12月下旬

ウ　第２希望があり、第２希望校での募集がある場合
（ア）第２希望校の希望者が、受入可能人数以内の場合

→第２希望校に入学
（イ）第２希望校の希望者が、受入可能人数を超える場合

→抽選あり
・抽選に当選した方

→第２希望校に入学
・抽選に落選した方

→第１希望校の補欠へ

就学通知書発送〈対象者全員に送付します〉

就学通知に表示される学校は次のとおりです。

・抽選の結果、第１希望に当選した方 …………「第１希望の学校」
・抽選の結果、第２希望に当選した方 …………「第２希望の学校」

辞退の受付期限

〈国立・私立学校への入学が決定した方〉

補欠登録繰上終了
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■ 学校見学等について ■

学 校 名 日　　　時 備　考（内容詳細・注意事項等）

桜宮小学校
（06-6351-1577）

随時見学可能（要事前連絡）

９月14日（水）10時00分～ 10時30分
（学校説明会終了後、学校見学）

内 容

校舎内見学等

学校説明会
および
学校公開日

教頭までご連絡ください。

教頭までご連絡ください。

教頭までご連絡ください。

教頭までご連絡ください。

９月20日（火）15時00分～ 15時30分

校舎内見学等 教頭までご連絡ください。随時見学可能（要事前連絡）

（06-6352-3258）
中野小学校

（06-6922-3301）
高倉小学校

（06-6921-0001）
淀川小学校

（06-6921-1434）
都島小学校

（06-6954-1500）
内代小学校

（06-6921-2955）
東都島小学校

（06-6925-7861）
大東小学校

（分校：06-6921-2011）
友渕小学校
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大阪市立小学校へ入学せず、国立・私立小学校へ入学する方は、実際
に入学する小学校から｢入学許可証｣を発行してもらい、｢入学許可証｣
（原本）と本人確認書類をお持ちのうえ、都島区役所１階 1番窓口、窓口
サービス課（住民情報）で、指定学校外就学の手続きをしてください。
入学許可証の発行が２月以降になった場合でも、随時受け付けます
が、抽選の結果｢補欠｣となり、繰上を待っている方もおられますので、
すみやかな提出にご協力ください。

※特段の理由なく、就学通知書送付後の「辞退届」による学校の変更はでき

ません。

２月 10 日（金）の時点で繰上がなかった場合には、就学指定された通学区
域の学校に入学することになります。

・参加される場合は、事前に学校へご連絡いただき、40 ページの「令和 5年度新入生用都島区 学校見学証」に

住所・氏名を記入のうえ、切り取って学校へお持ちください。

・新型コロナウイルス感染症対策により入場制限や時間調整を行う場合があります。また、日程変更や中止の

可能性もありますので、あらかじめご了承をお願いします。

小学校までお電話ください。
上履き（スリッパ）をお持ちください。
徒歩でご来校ください。
マスク着用・検温へのご協力をお願いいたします。
当日は在籍児童保護者向けの学校公開日でもあります。

９月13日（火）13時40分～ 14時25分

９月16日（金）13時40分～ 14時25分

９月21日（水）16時00分～ 16時30分

９月30日（金）13時50分～ 14時35分 学校公開日

学校選択制
説明会

学校説明

学習参観

学校説明会

上履き（スリッパ）をお持ちください。
自転車不可。事前にご連絡ください。

９月13日（火）13時15分～ 13時45分

９月13日（火）13時55分～ 15時35分

随時見学可能（要事前連絡）

学校説明会

学習参観

校舎内見学等

上履き（スリッパ）をお持ちください。
お家での検温とマスク着用にご協力をお願いします。
当日は在籍児童保護者向けの学習参観日でもあります。

マスク着用、検温へのご協力をお願いいたします。
上履き（スリッパ）をお持ちください。
当日は１～６年生の授業参観・学級懇談会でもあります。

上履き（スリッパ）をお持ちください。

随時見学可能（要事前連絡） 校舎内見学等

教頭までご連絡ください。
自転車での来校は禁止です。
教室内は土足禁止です。
上履き（スリッパ）をお持ちください。

・通学区域外の学校を希望し、抽選の結果｢補欠｣となった方
…………「通学区域の学校」

※ただし、補欠の繰上当選が決定した場合は、｢通学区域の学校｣
　の就学通知を回収し、第１希望の学校の就学通知を交付します。

・「学校選択制希望調査票」を提出していない方…「通学区域の学校」

・通学区域の学校を希望した方 …………「通学区域の学校」

９月30日（金）14時45分～ 学校説明会

９月16日（金）13時40分～ 14時25分 学校公開日

９月16日（金）14時30分～ 学校説明会


