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２０２３年（令和５年）度 

 

 通常学級の第１学年児童募集要項  

 

     奈良教育大学附属小学校 

                     所在地・奈良市高畑町 電話・２７－９２８１ 

                      URL：https://www.nara-edu.ac.jp/ES/index.html 

 「本校の教育」と別項の「入学後のきまり」をご確認のうえ、出願してください。 

◎ 本校の教育 

◇  本校は、小学校６ヵ年課程の初等普通教育を行うとともに、奈良教育大学の附属学校とし

ての役割をもっています。大学の方針に基づき、大学と連携して教育の理論及び実践に関す

る研究ならびに、本学の学部学生や大学院学生などの教育実習を行っています。 

◇  本校では、子どもを主人公にし、子どもたちが人間的な自立にむけて歩むことをめざした

教育を行っています。 

また、必要な場合は一人ひとりの子どものニーズに応じて「通級による指導」（個別・小

集団指導）を行います。 

◇  本校の教育目標は、「すこやかなからだをもった子」「たしかな知識をもった子」「豊か

な心をもった子」「よく働く子」を４つの柱にし、それらを支えることとして「集団の中で

みがきあって伸びる子」をかかげています。ものごとの本質をみきわめて、すじ道だった考

え方ができる子ども、みんなとともに考え自己を正しく表現できる子どもに育てることをめ

ざしています。 
 

◎  募集内容と出願・選考の方法 

１．募集人員   ※募集を２度おこないます。 

【１次】 ８８名（本学附属幼稚園からの連絡進学児童を含む） 

【２次】 若干名 

 

２．出願資格   ※校区が広がります。 

○ ２０１６年（平成２８年）４月２日から２０１７年（平成２９年）４月１日までの

間に生まれた子ども。 

○ 奈良市のうち、２０２３年（令和５）４月１日の時点で次の校区に保護者とともに

居住し、なおかつ公共の交通機関（電車・バス）、徒歩によって片道１時間以内で 

通学できる子ども。一時的な寄留は認めません。 

 

・飛鳥中学校区   ・春日中学校区   ・三笠中学校区   ・都跡中学校区 

・都南中学校区（東市小学校・辰市小学校・明治小学校・帯解小学校の各校区。但し、旧精華小学校区を除く） 

・若草中学校区（鼓阪小学校・佐保小学校・鼓阪北小学校の各校区。但し、興東小学校区を除く）   

 新しい校区   ・伏見中学校区   ・平城東中学校区  ・平城中学校区 
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３．出願手続きと選考日程 

＜一般選考＞（本学附属幼稚園以外に在園しているお子さま） 

【１次募集】 

方法・手続き 月 日 受 付 時 間 受付場所 

願書用紙の配付 ２０２２年７月２８日（木）   

～９月１４日（水） 
午前９時～午後５時 本校事務室 

【備考】○平日・休日とも、午後１１時～翌日午前６時を除いて、奈良教育大学守衛室でも 

配付します。 

学校説明会／ 

募集説明会 

第１回２０２２年７月２８日（木） 午前９時３０分～午前１０時 大学講堂 

第２回２０２２年８月２７日（土） 午前９時３０分～午前１０時 大学講堂 

【備考】◯保護者の方のみで結構です。 

◯説明会はおよそ１時間を予定しています。 

願書受付 ２０２２年９月１４日（水） 

～１５日（木） 
午前９時～午後４時 本校事務室 

【備考】◯持ち物：本校所定の入学願書、入学検定料１,１００円 

※いったん納入された入学検定料については一切返金できません。ご了承ください。 

【受検票について】 

◯願書受付の際に、入学願書、入学検定料と引き換えに受検票を交付します。 

◯抽せん当日に必ずお持ちいただき、受付で示してください。 

◯受検票の「受検児童氏名」欄には、保護者の手で戸籍どおり正しく記入してください。 

抽せん 
２０２２年９月２９日（木） 

男児：午前８時３０分～午前９時 

女児：午前１０時～午前１０時３０分 
本校玄関前 

【備考】◯持ち物：受検票、上履き 

◯抽せんは保護者が行います。受検票をお持ちの場合、代理人でもかまいません。 

◯保護者の方のみで結構です。 

◯受付時間に遅れないようお気をつけください。 

◯抽せん合格の場合、面接調査・健康診断にかかる費用２,２００円を抽せん会場で 

納入していただきます。 

※いったん納入された費用については一切返金できません。ご了承ください。 

健康診断 

および 

面接調査 

２０２２年９月２９日（木） 
男児：午後１時～午後１時２０分 

女児：午後２時～午後２時２０分 
本校玄関前 

【備考】◯持ち物：受検票、上履き 

◯お子さまといっしょにご来校ください。 

保護者説明会 ２０２２年９月２９日（木） ― 本校 

【備考】◯お子さまが健康診断・面接調査を受けている時間帯に行います。 

入学許可証の

交付 
２０２２年１１月２日（水） 

および１１月４日（金） 
午前９時～午後４時 本校事務室 

【備考】◯この手続きは、お子さまが本校に入学するために必要な手続きです。 

◯持ち物：住民票・受検票・印鑑 

◯詳細は、保護者説明会でお伝えします。 
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【２次募集】 

方法・手続き 月  日 受 付 時 間 受付場所 

願書用紙の配付 ２０２２年１１月１７日（木） 

     ～１１月３０日（水） 
午前９時～午後５時 本校事務室 

【備考】○平日・休日とも、午後１１時～翌日午前６時を除いて、奈良教育大学守衛室でも 

配付します。 

学校説明会／ 

募集説明会 

２０２２年１１月１７日（木） 午前９時３０分～午前１０時 大学講堂 

【備考】◯保護者の方のみで結構です。 

◯説明会はおよそ１時間を予定しています。 

願書受付 ２０２２年１１月３０日（水） 

  ～１２月１日（木） 
午前９時～午後４時 本校事務室 

【備考】◯持ち物：本校所定の入学願書、入学検定料１,１００円 

※いったん納入された入学検定料については一切返金できません。ご了承ください。 

【受検票について】 

◯願書受付の際に、入学願書、入学検定料と引き換えに受検票を交付します。 

◯抽せん当日に必ずお持ちいただき、受付で示してください。 

◯受検票の「受検児童氏名」欄には、保護者の手で戸籍どおり正しく記入してください。 

抽せん 
２０２２年１２月８日（木） 

男児・女児とも 

午前９時～午前９時３０分 
本校玄関前 

【備考】◯持ち物：受検票、上履き 

◯抽せんは保護者が行います。受検票をお持ちの場合、代理人でもかまいません。 

◯保護者の方のみで結構です。 

◯受付時間に遅れないようお気をつけください。 

◯抽せん合格の場合、面接調査・健康診断にかかる費用２,２００円を抽せん会場で 

納入していただきます。 

※いったん納入された費用については一切返金できません。ご了承ください。 

健康診断 

および 

面接調査 

２０２２年１２月８日（木） 
男児・女児とも 

午後１時３０分～午後１時５０分 
本校玄関前 

【備考】◯持ち物：受検票、上履き 

◯お子さまといっしょにご来校ください。 

保護者説明会 ２０２２年１２月８日（木） ― 本校 

【備考】◯お子さまが健康診断・面接調査を受けている時間帯に行います。 

入学許可証の

交付 

２０２２年１２月２１日（水）   

および２２日（木） 
午前９時～午後４時 本校事務室 

【備考】◯この手続きは、お子さまが本校に入学するために必要な手続きです。 

◯持ち物：住民票・受検票・印鑑 

◯詳細は、保護者説明会でお伝えします。 
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＜連絡進学の手続きと日程＞（本学附属幼稚園に在園しているお子さま） 

方法・手続き 月  日 受 付 時 間 受付場所 

願書受付 ２０２２年９月１４日（水） 

～９月１５日（木） 
午前９時～午後４時 本校事務室 

【備考】◯持ち物：本校所定の入学願書 

諸費用３,３００円 

（入学検定料１,１００円、面接調査・健康診断にかかる費用２,２００円） 

※いったん納入された入学検定料と費用については一切返金できません。 

ご了承ください。 

【受検票について】 

◯願書受付の際に、入学願書、入学検定料と引き換えに受検票を交付します。 

◯面接調査と健康診断に必ずお持ちいただき、受付で示してください。 

◯受検票の「受検児童氏名」欄には、保護者の手で戸籍どおり正しく記入してください。 

面接調査 
２０２２年９月２９日（木） 

男児・女児とも 

午前８時３０分～午前９時 
本校玄関前 

【備考】◯持ち物：受検票、上履き 

健康診断 
２０２２年９月２９日（木） 

男児・女児とも 

午後１時３０分～午後１時５０分 
本校玄関前 

【備考】◯持ち物：受検票、上履き 

保護者説明会 ２０２２年９月２９日（木） ― 本校 

【備考】◯お子さまが面接調査を受けている時間帯に行います。 

入学許可証の交付 ２０２２年１１月２日（水） 

       および４日（金） 
午前９時～午後４時 本校事務室 

【備考】◯この手続きは、お子さまが本校に入学するために必要な手続きです。 

◯持ち物：住民票・受検票・印鑑 

◯詳細は、保護者説明会でお伝えします。 

 

４．選考方法 

  抽せんによる選考 
 

５．選考結果と発表方法 

  ・抽せんによる選考の結果については、当日保護者にお伝えします。 

・抽せん後の面接による調査の結果、他の教育機関において教育を受けることが適当と判断 

された子どもは、合格より除きます。 
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６．入学許可証の交付 

（１）期 日    

【１次】および【連絡進学】 

２０２２年（令和４年）１１月２日（水）・１１月４日（金） 

                          各日午前９時から午後４時まで 

 

【２次】 

  ２０２２年（令和４年）１２月２１日（水）・１２月２２日（木） 

                          各日午前９時から午後４時まで 
 

（２）場 所   附属小学校 事務室 

 

（３）交付の手続き 

   ・この手続きは、お子さまが入学するために必要です。 

・合格者の保護者は当日、住民票・受検票・印鑑をお持ちください。 

・当日、保護者が手続きに来られない場合は、代理人でもかまいません。その場合は、必ず

委任状(書式自由)をお持ちください。 

・奈良市教育委員会から届く就学通知書に本校の入学許可証（写し可）を添えて、２０２３

年（令和５年）２月末までに奈良市教育委員会へ届けてください。 

・詳細は、保護者説明会でお伝えします。 

 

７．入 学 説 明 会 

  ２０２３年（令和５年）２月１７日（金） 

                 午前１０時３０分 ～ 午前１１時３０分 

 

８．そ  の  他 

  校区内に保護者とともに在住しておらず、一時的な寄留であることがわかった場合

は、入学許可証発行後であっても合格を取り消します。 
 

 

入 学 後 の き ま り 
 

  １．校区外に住居を移した場合は、転校となります。 

  ２．日常の教育活動の中で、特別支援学校・特別支援学級の教育を受けることが適当と 

総合的に判断された子どもについては、転校・転級することとします。 

  ３．負担していただく費用については、ＰＴＡ会費・給食費・学級費などがあります。 

  ４．任意で加入していただく、つめくさ会（教育後援会）があります。 

 

  ※入学選考に必要な書類等にご記入いただきました個人情報については、入学選考以外の目的には 

   使用いたしません。 
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 ◎ 注意事項 
 

１． 手続き等で来校される際には、新型コロナウイルス感染症感染防止のため、検温、 

アルコールによる手指消毒、マスクの着用にご協力ください。 

２． 大学正門から本校玄関および本校事務室まで、およそ５分かかります。受付時間等に

遅れないように注意してください。 

３． 受検児童および付添の方は、必ず上履きをご用意ください。 

４． 車での入構はできません。徒歩または公共交通機関をご利用ください。 

   ５． 郵送による願書の配付、受付はしません。 

   ６． 面接による調査のための準備教育をされる必要はありません。 

   ７． 校区を限定しています。よく確かめて出願してください。 

８． 抽せん、面接調査・健康診断を行う９月２９日（木）及び１２月８日（木）について、

午前７時現在で奈良市に気象警報が出されている場合、この日は中止とし、次のように

延期します。 

 

       【１次】および【連絡進学】 

２０２２年９月２９日（木） → ２０２２年１０月６日（木） 

       【２次】 

２０２２年１２月８日（木） → ２０２２年１２月１５日（木） 

 

中止とした場合は、本校ホームページにてお知らせしますのでご確認ください。 

また、延期した場合の抽せんや面接調査・健康診断の実施時間等についても、本校ホ

ームページに掲載します。 

   ９． 各手続きなどは、日時をよく確かめてお取り計らいください。日時に遅れると、 

手続きなどができなくなります。 

 


