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学校名 学校公開期間 学校説明会日時

落合中学校（下落合2-24-6）
（3565）0701

6月13日～17日
6月17日
午後3時30分～4時30分

落合第二中学校（西落合1-6-5）
（3565）0702

6月16日～18日・
20日・21日

6月17日
午後3時30分～4時30分

西新宿中学校（西新宿8-2-44）
（5330）0661

5月27日まで 10月に開催予定

新宿中学校（新宿6-15-22）
（3357）6191

6月20日～25日
6月25日
午前11時45分～午後0時35分

新宿西戸山中学校（百人町4-3-1）
（3227）2110

6月9日～11日・
13日・14日

6月11日
午前10時40分～11時30分

学校名 学校公開期間 学校説明会日時

牛込第一中学校（北山伏町4-1）
（3266）1605

6月13日～17日
6月17日
午後3時30分～4時30分

牛込第二中学校（喜久井町20）
（3205）9671

6月21日～25日
6月25日
午後3時～4時

牛込第三中学校（市谷加賀町1-3-1）
（3266）1606

6月13日～17日
6月13日
午後4時～5時

四谷中学校（四谷1-12）
（3358）3771

6月6日～11日
6月7日
午後4時～4時40分

西早稲田中学校（戸山3-20-2）
（3205）9674

6月13日～17日
6月17日
午後4時～5時

学校名 学校公開期間 学校説明会日時

津久戸小学校（津久戸町2-2）
（3266）1601

6月23日～25日
6月25日
午前10時25分～11時10分

江戸川小学校（水道町1-28）
（3266）1602

6月18日・21日・
22日

6月18日
午前9時45分～10時25分

市谷小学校（市谷山伏町1-3）
（3266）1603

6月18日・20日・
21日

6月18日
午前10時30分～11時20分

愛日小学校（矢来町6）
（3266）1604

6月23日～25日
6月25日
午前10時15分～11時15分

早稲田小学校（早稲田南町25）
（3205）9501

6月16日～18日
6月18日
午前11時30分～午後0時15分

鶴巻小学校（早稲田鶴巻町140）
（3205）9502

6月14日・15日・
18日

6月18日
午後2時～3時

牛込仲之小学校（市谷仲之町4-33）
（3358）3762

6月16日～18日
6月18日
午前10時30分～11時30分

富久小学校（富久町7-24）
（3358）3763

6月18日・20日・
21日

6月18日
午前9時30分～10時10分

余丁町小学校（若松町13-1）
（3205）9503

6月16日～18日
6月17日
午後3時20分～4時20分

東戸山小学校（戸山2-34-2）
（3205）9504

6月16日～18日
6月18日
午前11時30分～午後0時15分

四谷小学校（四谷2-6）
（5369）3776

6月16日～18日
6月16日
午前10時30分～11時

四谷第六小学校（大京町30）
（3358）3767

6月18日・21日・
22日

6月18日
午前11時30分～午後0時15分

花園小学校（新宿1-22-1）
（3353）8276

6月22日～25日
6月25日
午前10時～10時30分

大久保小学校（大久保1-1-21）
（3205）9506

6月23日～25日
6月25日
午前10時20分～10時40分

学校名 学校公開期間 学校説明会日時

天神小学校（新宿6-14-2）
（3358）3769

6月9日～11日
6月11日
午前9時30分～10時

戸山小学校（百人町2-1-38）
（3205）9507

6月13日～15日
6月15日
午前11時30分～午後0時15分

戸塚第一小学校（西早稲田
3-10-12）（3205）9508

6月16日～18日
6月18日
午前9時20分～10時

戸塚第二小学校（高田馬場
1-25-21）（3205）9509

6月16日～18日
6月17日
午前9時35分～10時20分

戸塚第三小学校（高田馬場
3-18-21）（3227）2101

6月11日・14日・
15日

6月11日
午前10時～10時30分

落合第一小学校（中落合2-13-27）
（3565）0940

6月20日～22日
6月21日
午前11時30分～午後0時10分

落合第二小学校（上落合2-10-23）
（3227）2102

6月25日・28日・
29日

6月25日
午後3時～4時

落合第三小学校（西落合1-12-20）
（3565）0941

6月16日・17日・
19日

6月19日
午前9時40分～10時25分

落合第四小学校（下落合2-9-34）
（3565）0942

6月23日～25日
6月24日
午前10時30分～11時

落合第五小学校（上落合3-1-6）
（3227）2103

6月18日・20日・
21日

6月18日
午前9時35分～10時20分

落合第六小学校（西落合4-11-21）
（3565）0943

6月9日～11日
6月9日
午前10時～10時40分

淀橋第四小学校（北新宿3-17-1）
（3227）2105

6月17日・18日・
20日

6月18日
午前10時30分～11時15分

柏木小学校（北新宿2-11-1）
（3227）2104

6月18日・21日・
22日

6月18日
午前9時40分～10時25分

西新宿小学校（西新宿4-35-5）
（3373）6031

6月23日～25日
6月25日
午前10時～10時30分

西戸山小学校（百人町4-2-1）
（3227）2107

6月9日～11日
6月11日
午前9時～10時

小学校

中学校

区立小・中学校の学校公開と説明会

学校公開・学校説明会日時（第1回）

学校選択制度の一部変更

　適正な学級編制を実施するため

に、教育委員会が定めた方針に基づ

き、制度の一部を変更しています。

通学区域内の児童だけで3学級

編制となる可能性がある小学校を、

通学区域外から選択できない学校

に指定する場合があります。

平成25年度以降に指定校以外の小

学校に入学したお子さん（現在1～4

年生）の弟妹への指定校以外への優

先入学の取り扱いは廃止しました。

　魅力ある教育活動の推進と開かれた学校づくりを

目指して、区立小・中学校に入学する際に学校を選択

できる「学校選択制度」を導入しています。入学前の

お子さんや保護者に授業や学校の様子を見ていただ

くため、年2回、学校公開と説明会を開催しています。

　今回は、第1回の学校公開と説明会の日程（下表）をお

知らせします。第2回は、小学校は8月下旬～9月下旬、

中学校は9月下旬～10月下旬に開催する予定です。

※指定校以外の学校を選択する際は、ご家族でよく

ご相談の上、ご判断ください。

【問合せ】学校運営課学校運営支援係（第1分庁舎4

階）（5273）3089・（5273）3580へ。

都立中野特別支援学校小学部・中学部の説明会

【日時】6月15日午前9時30分～11時30分（午前9時15分
から受け付け）
【所在地・電話番号】中野区南台3―46―20（3384）7741

【日時・会場】右表のとおり

【対象】29年4月に小・中学校に入学予定で、

障害等のため特別な配慮が必要なお子さ

んの保護者、幼稚園・保育園・子ども園・療育

機関で療育相談等に関わっている方ほか

【内容】学校・学級見学、就学相談等の概要説

明、質疑応答ほか

【問合せ】教育支援課特別支援教育係（大久

保3―1―2、新宿コズミックセンター4階）

（3232）3074・（3232）1079へ。国立・都

立・私立の特別支援学校（盲学校・ろう学校

を含む）の見学会の日程も、区教育支援課特

別支援教育係へお問い合わせください。

特別支援学級・

特別支援学校の

見学・説明会 ※見学・説明会は正午ころに終了する予定です。公開期間以外

も受け付けています。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

小学校特別支援学級

学校・学級名 見学・説明会日時

西新宿中学校…E組
（西新宿8-2-44）（5330）0665

6月2日午前9時30分から

四谷中学校…新苑学級
（四谷1-12）（3358）3787

6月17日午前10時から

新宿中学校…若草学級
（新宿6-15-22）（3357）6193

6月21日午前10時から

中学校特別支援学級

学校・学級名 見学・説明会日時

新宿養護学校…小学部・中学部
（西新宿4-20-11)（5351）1233

6月15日
午前9時30分から

区立特別支援学校（肢体不自由）

◎まなびの教室・通級指導学級の見学について
　発達障害等のため、特別な指導を必要とする児童・生徒のた

めのまなびの教室（小学校）・通級指導学級（中学校）は、期日を

決めての見学会を行いません。まなびの教室は別途説明会を

開催します。詳しくは、広報しんじゅく後号でお知らせします。

　通級指導学校の見学を個別にご希望の方は、下記の通級指

導学級設置校へお問い合わせください。

牛込第三中学校（市谷加賀町1―3―1）（3266）5565
落合第二中学校（西落合1―6―5）（5982）5011

学校・学級名 見学・説明会日時

柏木小学校…柏葉学級
（北新宿2-11-1）（3227）2086

6月8日
午前8時30分から(随時受付)

東戸山小学校…若草学級
（戸山2-34-2）（3205）9504

6月10日午前10時から

落合第二小学校…若葉学級
（上落合2-10-23）（3227）2102

6月24日
午前8時30分から(随時受付)

花園小学校…新苑学級
（新宿1-22-1）（3353）8362

6月29日
午前9時35分から

愛日小学校…若竹学級
（矢来町6）（3266）1604

6月30日午前10時から

29年4月に区立小・中学校に入学する

新1年生と保護者の皆さんへ
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学校選択制度の対象…29年4月に

区立小・中学校に入学する新1年生

選択できる学校の範囲

小学生…住所地の通学区域の学校

とそれに隣接する通学区域の学校

中学生…区内全域の学校

入学可能者数…各学校の施設規

模に応じて、入学できる児童・生徒の

上限を設定します。

※入学希望者が入学可能者数を超え

たときは、通学区域外からの入学希

望者を対象に公開抽選し、入学者を決

定します。抽選に漏れた場合はご自

分の通学区域の学校への入学となり

ますが、補欠登録もできます。

学校情報の提供…29年4月に入学

する新1年生には、学校の特色などを

まとめた冊子と「学校選択票」を、小学

校は8月末、中学校は9月末までに配

布します。各学校ではホームページ

を開設しています。新宿区ホームペ

ージからご覧いただけます。

※公開時間は原則として授業時間内です。29年4月に入学する新1年生と保護者のほか、どなたでも
見学できます。公開期間以外も受け付けています。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

当日直接、会場へおいでください

煙
週
間


	区立小・中学校の学校公開と説明会
	特別支援学級・特別支援学校の見学・説明会


