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＜学校選択制希望調査票について＞
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「学校選択制希望調査票」を出さなかっ
た場合はどうなるのか。

住所地の学校を希望している。「学校選
択制希望調査票」を提出する必要がある
のか。

「学校選択制希望調査票」の提出期限を
過ぎてしまったらどうなるのか。

第２希望校まで必ず選択しないといけな
いのか。

国立・私立中学校を受験するが、「学校選
択制希望調査票」を提出しないといけな
いのか。

希望変更はどのような項目を変更できるの
か。

第１希望の中学校の就学通知が届いた
が、通学区域の学校へ変更することは可
能か。

公開抽選の結果は、どのように知らされる
のか。

私立中学校受験の合格発表の関係で、
辞退が２月17日以降になってしまう可能性
があるが、どうすればよいか。

現在私立小学校へ通学しており、そのま
ま中学部へ進学予定だが、何か手続きは
必要か。

通学区域（住所地）の学校を選択したものとみなします。その
他の学校を希望される場合は、希望変更受付期間(11月11日
～17日）内に都島区役所窓口サービス課（住民情報）で希望
変更の手続きをしてください。

国立・私立の中学校へ進学される方は、｢指定学校外就
学届｣を必ず提出する必要があります。
２月17日の期限後でも、すみやかに都島区役所窓口
サービス課（住民情報）で手続きをしてください。

私立中学校への進学を予定している場合も、10月28日までに
「学校選択制希望調査票」をご提出ください。
なお、進学される学校から「入学許可証」が届きましたら、都
島区役所窓口サービス課（住民情報）へご提出ください。

国立・私立中学校を受験する方についても、ご提出いただく必
要があります。提出されない場合は、通学区域（住所地）の学
校を選択したものとみなします。

11月上旬に送付する「第１回希望調査結果通知」に記載され
た学校を変更できます。

就学通知発送後、特段の理由なく、就学通知の指定校の変
更はできません。ご本人も含めご家族でよく相談し、学校を選
択してください。

都島区のホームページにて、希望調査票に記されている「管
理番号」で抽選の当落を発表いたします。

通学区域（住所地）の学校を選択したものとみなします。

「学校選択制希望調査票」は、必ずご提出ください。

第２希望校がない場合は記載の必要はありません。
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＜特別支援学級等への進学について＞
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通学区域の学校の特別支援学級へ進学
を希望している。どのようにすればよい
か。

障がいのあるお子さんの進学に関する相談や、情報の提
供については、在籍の小学校で行っておりますので、ま
ず在籍の小学校へすみやかに（できるだけ 10月 28 日ま
でに）ご連絡・ご相談ください。
「学校選択制希望調査票」につきましては、｢◆学校選択
制希望」の「１」の番号に○をつけ、「◆確認事項」の特別
支援学級の該当項目に○をつけてください。

通学区域外の学校の特別支援学級へ
進学を希望している。どのようにすれば
よいか。

特別支援学校（府立支援学校）中学部
へ進学を希望している。どのようにすれ
ばよいのか。

在籍している小学校へご相談のうえ、必ず希望される中
学校へすみやかに（できるだけ 10月 28 日までに）ご相
談ください。
ただし、通学区域外の中学校を希望する場合は抽選にな
ることがあります。
「学校選択制希望調査票」につきましては、｢◆学校選択
制希望」の「3」の番号に○をつけ、｢希望校学校名｣をご記
入のうえ、「◆確認事項」の特別支援学級の該当項目に○
をつけてください。

在籍している小学校が窓口となって、特別支援学校（府立
支援学校）の学校見学、教育相談の依頼を行います。すみ
やかに（できるだけ10月28日までに）ご相談ください。「学
校選択制希望調査票」につきましては、｢◆学校選択制希
望」の「３」の番号に○をつけ、29ページを参考に｢希望校
学校名｣をご記入のうえ、「◆確認事項」の｢・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○をつけ
てください。」の｢１｣に○をつけてください。

施設一体型小中一貫校を希望している。
どのようにすればよいのか。

「学校選択制希望調査票」の第１希望校学校名欄に記入
し、都島区役所窓口サービス課（住民情報）へご提出くださ
い。第２希望校での受付はできません。
ご提出いただいた「学校選択制希望調査票」は、小中一貫
校のある区へ送付します。
小中一貫校に決定した場合、小中一貫校のある区より就学
通知が届きます。
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＜転居に伴う手続きについて＞
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窓口サービス課（住民情報）１階1番窓口　
TEL 06-6882-9963 
FAX 06-6352-4558

<就学手続きにかかる問合せ>
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３月までに区外へ転出する場合はどうな
るのか。

区内転居する場合はどうなるのか。

中学校１年生の学年途中で区内転居を
予定している。学校はどうなるのか。

都島区での手続きは必要ありません。
新しい住所地の就学担当にご相談のうえ、お手続きく
ださい。

転居により通学区域の学校が変更になります。
・11月17日までに区内転居手続きをされる方は、学校選択
制による｢希望変更｣により希望校を変更できますので、都島
区役所窓口サービス課（住民情報）で学校選択制の｢希望
変更｣の手続きを行ってください。
・11月18日以降に区内転居手続きをされる方は、都島区役
所窓口サービス課（住民情報）へご相談ください。

学校選択制による学校選択は入学時の１回のみですので、
転居後の通学区域の学校が指定校になります。
理由によって、指定校を変更できる場合がありますので、都
島区役所窓口サービス課（住民情報）へご相談ください。
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同じ中学校への入学を希望される場合は、「学校選択制希望
調査票」の「◆確認事項」の「・新1年生同士(双子等)で同一
の学校に進学を希望される場合は、その方の氏名をご記入く
ださい。」の「・」に○をつけ、「双子等の氏名」をご記入くださ
い。公開抽選時において一組の取扱いとなります。

学校選択制の導入により、１クラスの人数
がこれまでより増えることはあるのか。

通学区域外の学校を選択する場合、通
学路の安全確保についてはどうなるの
か。

原則徒歩通学とあるが、公共交通機関を
利用した通学は認められるのか。

双子で通学区域外の学校を希望してい
るが、同じ学校への進学は可能か。
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都島区の学校選択制では、きょうだい優先は実施していませ
ん。弟妹が兄姉と同じ中学校へ入学を希望する場合は、学校
選択制により、希望する中学校を選択してください。希望者が
多数の場合は、抽選になります。
なお、きょうだいで異なる学校に通学する場合、学校行事が
重なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

学校選択制により通学区域外の中学校
へ進学した場合、その弟妹は同じ中学校
へ通学することは可能か。学校選択制に
きょうだい優先はあるのか。

学校選択制を導入しても、基本１クラス40名を超えることはあり
ません。

登校下校の安全確保は保護者の責任です。通学距離等、通
学の負担や安全を考慮し、学校選択の希望申請をお願いし
ます。

通学距離が３㎞以上で、通学路の安全等を勘案して、徒歩通
学が困難と判断された場合は、公共交通機関の利用が認め
られます。その場合の経費は保護者負担となります。
進学される学校に申請手続きをしてください。


