
 

平成29年11月22日(水) 

大東市立南郷中学 校  

平成３０年度 入学案内 

 

お子様が小学校をめでたく卒業され、いよいよ中学生となり南郷中学校へ入学されることを教職

員一同、こころから歓迎いたします。 

南郷中学校への入学にあたり、学校の概況や準備していただきたいことなどを記載していますの

で、本日の説明内容とあわせてご確認いただき、入学に向けた準備を進めていただきますようお願

いいたします。 

                               

 

１．めざす学校   ～みんなが明日も来たいと思える学校～ 

 

○「生徒が明日も来たいと思える学校」 

   ・登校するのが楽しい学校    ・友だちがたくさんいる学校 

   ・勉強が「わかる」「できた」と感じることのできる学校 

   ・安心して生活できる学校 

○「保護者が安心して子どもを通わせることのできる学校」 

○「市民、地域社会から信頼される学校」 

 

２．校訓および教育目標 

 

   校  訓   「素直」「努力」 

   教育目標   「たくましく生きる人」 

 

３．学校経営の基本姿勢 

   校訓の「素直」「努力」を基本理念とし、一人ひ 

  とりの生徒に「豊かな心」「確かな学力」「健やか 

な体」を育むことにより、生徒が自らの内に秘めた 

無限の可能性を最大限に伸長させることができるよ 

う全教職員が一致して教育実践に努め、保護者・地 

域社会から信頼される学校づくりに全力で取組む。 

  

４．生徒数と教職員数 (平成29年１１月１日現在) 

    ＝生徒数＝                    ＝教職員数＝ 

学  年 生 徒 数 クラス数 

１ 年 生 225名 6クラス 

２ 年 生 194名 5クラス 

３ 年 生 232名 6クラス 

支援学級 (22名) ４クラス 

合    計 ６51名 21クラス 

 

校長(１)      教頭(１) 

教員(39)      事務主事(2) 

AET(１)          校務員(1) 

非常勤講師(２)    介助員(１) 

スクールカウンセラー(１) 

不登校指導員(１)   配膳員(３) 

 



５．各教科の年間授業時数(１年生) 

 

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 
保健 

体育 

技術 

家庭 
英語 

特別

活動 
道徳 総合 

学校 

裁量 
合 計 

140 105 140 105 45 45 105 70 140 35 35 50 35 1050 

 

６．始業・下校の時間 

＜ 朝 ＞予 鈴：午前８時２５分     始業：午前８時３０分 「朝の読書」開始 

＜下校＞夏時間：活動終了 17:30    最終下校 17:45 

※夏時間の時期に限り、公式戦７日前から活動時間の１時間延長あり 

〔冬時間終了の翌日～１０月中間テスト後の日曜日〕 

    冬時間：活動終了 17:00    最終下校 17:15  

〔夏時間終了の翌日～１月最終の日曜日〕 

 

７．生徒会活動とクラブ活動 

 

生徒会活動 
生徒会本部役員、中央委員会 

専門委員会（学級委員、美化、体育、風紀、文化図書、保健・給食） 

 

クラブ活動 
運動クラブ 

野球、陸上(男女)、剣道(男女)、ソフトテニス(女子) 

サッカー、卓球、男子バスケットボール、女子バスケットボール

バドミントン(男女)、バレーボール(男女)、ソフトボール(女子) 

〔水泳部、柔道部〕 

文化クラブ 放送・美術・書道・吹奏楽・家庭科 

 

８．学校施設 

普通教室１８   特別教室１６ 

 

体育館〔屋上にプール設置〕 

 

 

 

９．入学までのスケジュール 

  平成29年11月22日(水)  新入生保護者説明会 

  平成30年  1月20日(土)  制服等採寸  10:00～12:00〔多目的室他(本館３階)〕  

1月24日(水)  中学校での体験授業                

3月19日(月)  小学校卒業式 

        3月22日(木)  新入生登校日 9:00集合 

・クラス分け参考テスト(国語・算数)＋作文 

        4月 5日(木)  南郷中学校入学式     

  

※3月22日(木)の新入生登校日、4月5日(木)の入学式について、保護者への連絡・案内は小学校

を通じて行います。 

 

 



９．諸経費納入（平成29年度納入額）  

１

年

生 

学校諸費     7,000円 
2 

年 

生 

学校諸費   7,000円 
３ 

年 

生 

学校諸費   7,000円 

学年諸費   53,000円 学年諸費  18,000円 学年諸費  32,000円 

ＰＴＡ会費     4,500円 ＰＴＡ会費   4,500円 ＰＴＡ会費   4,500円 

合   計   64,500円 合   計  29,500円 合   計  43,500円 

    

※１年生に比べ３年生の納入額が少ないのは１・２年生での繰越金の関係です。 

２年生の学年諸費が少ないのは、修学旅行経費を旅行業者への直接納入としているためです。 

 ※平成30年度に納入していただく金額については、それぞれの学年の予算額が決定次第お知らせし

ます。(４月中旬になる見込みです。) 

 

１０．入学に際して購入していただく物   

男   子 女   子 

＜冬  服＞ ＜冬  服＞ 

ブレザー 22,000円 ブレザー 20,900円 

スラックス（冬用） 11,500円 スカート 12,650円 

長袖シャツ 
3,300円 

長袖シャツ 3,300円 

 

 ＜オプション＞  

 女子スラックス 11,550円  

 セーター（男女） 4,400円  

 ベスト（男女） 3,750円  

＜夏  服＞ ＜夏  服＞ 

半袖シャツ 3,080円 半袖シャツ 3,080円 

スラックス 11,000円 夏スカート 12,100円 

  夏用女子スラックス 11,000円 

◇平成30年１月20日(土) 10:00～12:00  南郷中学校にて採寸を行います。 

＜ナカムラヤ ＴＥＬ871－4181   にしむら呉服店 ＴＥＬ872－0308＞ 

長袖ジャージシャツ 4,300円 うわぐつ 1,500円 

長袖ジャージパンツ 3,800円 シューズ袋 300円 

半袖シャツ 2,150円 通学カバン 5,500円 

ハーフパンツ 2,450円 サブバック 2,350円 

体育館シューズ 2,700円  

◇平成30年1月20日(土) 10:00～12:00  南郷中学校にて採寸を行います。 

◇２月１１日(日)までに申し込みをされた方は、３月２６日(月)16:00～18:00に南郷中学校

で代金と引き換えでお渡しします。３月２７日(火)以降はタニグチスポーツにて代金と引き

換えでお渡しします。 

２月１１日(日)以降に注文される場合は、注文時に出来上がり日をご確認ください。 

＜タニグチスポーツ ＴＥＬ872－0984＞ 

アルトリコーダー        1,8５0円  

◇購入を希望される場合は、本日の説明会で配付した「アルトリコーダー購入申込集金袋」に

必要事項を記入し、４月５日(木)の入学式終了後に運動場の受付に提出してください。   

◇申込されたアルトリコーダーは、４月下旬に授業の中で配付します。 



１１．服装・持ち物等について 

  (1)平成２６年度よりブレザータイプの制服に変更しています。 

 

  (2)制服の変更に伴い、服装等の規定も変更されています。ご理解とご協力をお願いします。 

    ①靴   体育の授業など運動に適した靴で、華美にならないものをお選びください。 

         スニーカー、運動靴に限ります(ハイカットは認めていません)。ブーツ、サンダ

ル(クロックス等)、厚底やヒールのついているものは認めていません 

    ②靴下  華美でないもの(白・黒・紺の無地もしくはワンポイントまで)で、ひざが隠れる

ような長いものやくるぶしが見えるような短いものは避けてください。 

         ※体育の授業ではくるぶしが見える靴下は着用しないように指導しています。 

    ③防寒着 気温の変化に合わせて、制服の上から着用する防寒着(ウインドブレーカー・ジ

ャンパー・コート・カーディガン等)を認めています。 

         ただし、校舎内での着用は認めていません。(下足室で脱ぐように指導していま

す。) 

         また、制服(ブレザー)の下には学校が指定しているセーターかベストの着用とし

ていますので、防寒用にパーカー等を着用することは認めていません。 

         華美にならない、中学生の通学にふさわしいものを着用するよう指導をお願いし

ます。 

   

(3)学校行事(始業式・終業式・文化祭等)や式典(入学式・卒業式等)の参加は、気候に応じて学

校が指定する「完全冬服」または「完全夏服」の正装とすることとしています。 

 

◎「服装の乱れは、そのまま学習に集中できない気持ちの乱れ」と言われます。 

            朝、家を出る時のお子様の服装を確認し、声をかけてあげてください。 

           

  (4)学校の学習に不必要なものは持ってこないこととしています。 

    ①貴重品は持ってこない。持ってきた時には担任に預けること。 

    ②携帯端末(iＰhone、スマートフォン等)は学校に持ってこないこと。 

     ※携帯端末に係るトラブルが続発しています。保護者の責任で使用方法・内容について指 

導をお願いします。 

    ③筆箱に必要以上にマーカーペン・のり・はさみ・カッター等を入れないよう指導してくだ 

さい。 

◎「筆箱(の中身に)にこだわらないのは、書くことにこだわらないこと」という話を聞いた 

ことがあります。学校での学習に必要でないものは入れないように指導してください。 

 

 

 

                                         
 

南郷中学校ホームページ 

・南郷中学校の日々の取組みや生徒の様子については、学校ホ 

ームページをご覧ください。 

http://ed.city.daito.osaka.jp/weblog/index-i.php?id=nango_jhs 

http://ed.city.daito.osaka.jp/weblog/index-i.php?id=nango_jhs

