
  

令和５年度 入学者用資料 

 

新入生保護者説明会 

 

教育目標 

 

 一、自ら学び、考える人になろう 

 一、礼節を重んじ、思いやりのある人になろう 

 一、骨身惜しまず、働く人になろう 

 一、体を鍛え、健康な人になろう 
 

 

調布市立神代中学校     
〒182-0016 

東京都調布市佐須町５－２６－１                 

電話       ０４２（４８２）０１７１       

特別支援学級  ０４２（４８２）０１７４ 

教育相談室     ０４２（４８２）０１８４ 

順路 京王線つつじヶ丘駅下車 徒歩１５分 

バス 上ノ原小学校前下車徒歩 ５分 

ホームページ    http://www.chofu-schools.jp/jindaichu 

メールアドレス  jindaichu@chofu-schools.jp 

 

 神代中学校の校章は、古鏡と稲穂の中心に「中」の字をかたどったものである。鏡は清

らかに済んだ若者の心と真理を映し出す探求心を表わし、稲穂はその心を育む豊かな環境

を示している。実れば実るほど頭を垂れる稲穂のように、謙虚さを失わぬすぐれた人物に

成長するようにとの願いもこめられている。    

mailto:jindaichu@chofu-schools.jp
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新入生の保護者の皆様へ 

校 長  馬 場  誠 

 

神代中学校は、昭和２２年に創立し、今年で７５年になります。創立時、この場所は陸

軍の兵舎の跡地だったそうで、松や杉の林が生い茂っていたといいます。生徒数は、男子

９名、女子１２名、計２１名の生徒からのスタートでした。北多摩郡神代村立神代中学校

といい、つまり神代村唯一の中学校だったわけです。その後、昭和２７年に神代町となり、

昭和３０年に調布町と合併して調布市になり、現在の調布市立神代中学校となった次第で

す。まことに長い歴史を重ねた、文字通り伝統校といえると思います。 

現在のクラス数は、１年生９クラス、２年生８クラス、３年生８クラス、合計２５クラ

スと特別支援学級（１１組と名付けています）があり、生徒数は約９２０名います。これ

は都内の公立中学校の中で最も多い数です。教員数も多く、正規教員は４６名おり、講師

やその他のスタッフを合わせると約７０名の大人が学校を支えているという体制で行って

います。 

校章は、稲の穂が中学校の「中」の字を囲むデザインになっています。ここには「実る

ほどこうべをたれる稲穂かな」の意味が込められているということで、学問を積み、人格

を磨くことによって自然と現れる「謙虚さ」の、その美徳を表していると言われています。 

校章にある通り、生徒たちを見ていると、誠実でひたむきな生徒が多い印象があります。

これも伝統の力といえるかもしれません。人数が多いにもかかわらず、集団で動くときは

整然と、落ち着いた行動をとり、修学旅行では、行く先々で「きちんとした、素晴らしい

生徒さんですね。」とお褒めの言葉をいただきました。 

授業に対しても一生懸命な姿勢が多く見られます。一人一台端末を活用し、ＩＣＴを取

り入れた授業や集会なども行っています。 

また、行事に対しても前向きな姿をよく見ます。１学期の体育祭では、ブロック別の応

援合戦を復活させることができました。３年生がリーダーとなり、振り付けなどを自らで

考え、後輩にしっかりと指導していました。まさに若さはじけるパフォーマンスを披露し

てくれました。また、２学期の合唱祭では、３つの学年がすべての学年の合唱を聞くとい

う機会をもちました。互いの歌声を聞き合い、歌声の伝統をつなげることができました。 

部活動も、大規模校ならではの特徴で、どの部も人数が多く活気があります。東京都の

大会やコンクールに出場を果たすなど、好成績を残しています。 

さて、ここまで本校の手前味噌のような話が続きましたが、ご存じの通り、中学生の思

春期の時期は、人生で最も難しい時期と言われています。小学生のときはあんなに素直だ

ったのに、親の前で反抗してみたり、予想がつかないような行動に出たりと、最も心配を

かけるのが中学生の時期です。そんなとき、家庭だけで抱えず、学校と二人三脚で子ども

を育てることも、非常に大切だと思います。お困りのことがございましたら、どうぞ学校

にご相談ください。 

 今から、新入生の皆さんを迎えるのを楽しみにしています。更なる学校づくりのた

め、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。 
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本校の沿革
昭和22. 4.22  設置認可、 北多摩郡神代村立神代中学校 

初代校長 二上 清 着任 

第１回生 21名 

22. 5. 8  開校 （元陸軍通信部隊兵舎建物を使用） 

23. 3.31  ２代校長 橘和清一 着任 

26.10.31  第２校舎 （特別教室７） 落成 

27.10. 1  ３代校長 大嶺詮雄 着任 

27.11. 3  町制施行により神代町立神代中学校と改称 

28. 7.18  第１校舎 （校長室、 職員室、 普通教室７） 落成 

30. 4. 1  町村合併により調布市立神代中学校と改称 

31. 2.21  第３校舎 （普通教室８、 家庭科教室２） 落成 

32. 9. 5  創立10周年記念式典 

36. 7.17  プール竣工 

37. 2.20  第３校舎増築 （普通教室８） 

37. 4. 1  ４代校長 柏木俊雄 着任 

38. 7.20  体育館落成 

39. 4. 1  ５代校長 吉野治男 着任 

40. 4. 1  分校第四中学校として独立 

      調布市研究指定校 （生活指導） 

41. 4. 6  草の実学級開設 （１学級） 

42. 5. 8  創立20周年記念式典 

43. 4. 1  ６代校長 小川彦太郎 着任 

46. 4. 1  ７代校長 塩野保孝 着任 

47. 4. 1  ８代校長 町田利平 着任 

47.10.12  新校舎落成 （第１期工事完了） 

48. 8.30  関東中学校野球選手権大会優勝 

50. 4. 1  調布市研究推進校 （視聴覚） 

51. 4. 1  ９代校長 橋本利男 着任 

51. 5.15  新校舎第２期工事完了 

51.10.11  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール優秀賞受賞 

52. 4. 1  調布市研究推進校 （２年間）「体力づくり」 

52.10. 8  創立30周年記念式典・祝賀会・記念運動会 

52.10.10  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール優秀賞受賞 

53. 2.24  調布市研究推進校 （体力づくり） 中間発表 

53.10.28  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール優秀賞受賞 

54. 1.30  調布市研究推進校 （体力づくり） 研究発表 

54. 9.23  NHK全国学校音楽コンクール東京都優秀賞受賞 

54.11.21  全国保健体育優良賞受賞 

55. 3.31  特別教室６室増築完成 

55. 9.15  NHK全国学校音楽コンクール東京都優秀賞受賞 

55.11.21  調布市研究推進校「健康づくり」発表 

55.12. 2  体育館改修、 更衣室増築完成 

56. 4. 1  10代校長 森 浩志 着任 

56.10.17  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール優秀賞受賞 

57.10.10  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール優秀賞受賞 

58. 9. 8  放送機器、チャイム取替、防犯灯設置 

58.10.10  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール優秀賞受賞 

59. 4. 1  11代校長 伊藤信一 着任 

59. 8.31  本校舎外塗装完了 

59.12. 7  ＴＢＳ合唱コンクール東日本最優秀賞受賞 

60. 4. 1  12代校長 長谷孝次 着任 

60. 8.31  本校舎内装工事完了、校庭整備完了 

61. 2.25  体育館増改築工事完了 

61. 9. 7  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東京都金賞受賞 

61. 9.28  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール関東甲信越銀賞受賞 

61.12. 7  ＴＢＳ合唱コンクール東日本最優秀賞受賞 

61.12.22  木彫校歌完成 

62. 9. 6  ＮＨＫ全国学校音楽コンクール東京都金賞受賞 

62.10.25  NHK全国学校音楽コンクール全国大会銀賞受賞 

62.11. 7  創立40周年記念式典・祝賀会 

62.11.29  ＴＢＳ合唱コンクール東日本最優秀賞受賞 

63. 4. 1  13代校長 長谷部周也 着任 

63. 8.29  本校舎教室・新校舎廊下タイル張替工事完了 

63.10. 5  視聴覚室完成 

平成元. 3.11  調布市研究推進校 

       「外国人講師を導入した協同授業のあり方」 表彰 

2. 6.15  プール新築工事完了 

2. 8. 8  バスケットボール部 （男） 関東大会出場 

3.10.12  第２体育館完成 

4. 3.31  全天候型テニスコート完成 

5. 4. 1  14代校長 黒田正人 着任 

 5. 3.12  生徒会ボランティア活動 調布市教育委員会より表彰 

6. 3.17  正門・中門及びフェンス改修 

8. 4. 1  15代校長 矢島 昇 着任 

8.10.15  本校舎防水工事完了 

9. 6. 1  16代校長 君島光司 着任 

9.11.15  創立50周年記念式典・祝賀会 

10. 4. 1  スクールカウンセラー配置 

12. 8. 8  陸上 関東大会出場  共通男子走り高跳び 

12. 9.11  道徳授業地区講座開始 

13. 4. 1  17代校長 長谷川純一 着任 

13. 9. 1  体育館改修工事終了 

14. 8. 7  陸上 関東大会出場 １年女子100走 

14.10.18  調布市研究推進校研究発表 「総合的な学習の時」 

15. 7.27  陸上 東京都総合体育大会 男子 総合優勝 

15. 8. 9  陸上 関東大会出場、１年女子走り幅跳び、  

          共通男子走り幅跳び、共通男子走り高跳び 

15. 8.20  陸上 全国大会出場 共通男子走り幅跳び 

15.10.17  トイレ （水道） 改修工事完了 

16.10. 1  給食用リフト完成 

16.11. 1  サッカー東京都中学校サッカー新人大会優勝 

17. 4.11  給食開始 

17. 8.18  サッカー全国大会出場 

17.12.26  TBS合唱コンクール東日本大会出場 

18. 4. 1  18代校長 菊山直幸 着任 

18. 8. 8  女子バスケットボール部  関東大会出場 

18. 8.10  水泳 関東大会出場 

18. 8.30  体育館耐震工事完了 

19. 3.16  卓球部 関東大会出場 

19. 3.22  エレベーター完成 

19. 7.30  テニス部 女子個人２名 関東大会出場 

19. 8. 8  女子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞー ﾙ部 関東大会出場・ベスト８ 

19.11. 9  創立60周年記念式典・祝賀会 

20. 3.15  卓球部 関東大会出場 

20. 8. 6  陸上部 個人走り幅跳び 関東大会出場 

20. 8. 8  卓球部 関東大会出場 

21. 8. 8  卓球部 関東大会出場 

21.11. 2  研究発表「意欲的に学ぶ生徒の育成」 

21.12.26  合唱部ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会出場 

22. 3.20  卓球部 関東大会出場 

22. 4. 1  19代校長 宮野 聡 着任 

22. 8. 7  卓球部 関東大会出場 

22.10.23～24 陸上部（走り幅跳） 

ジュニアオリンピック陸上競技大会出場 

22. 8.26  校舎耐震工事完了 

23. 6.30  普通教室エアコン設置工事完了 

23. 8.8～9 卓球部関東大会出場 

23. 9.30  校舎外壁工事完了 

24. 8.8～9 卓球部関東大会出場 

24.11.10  女子テニス部関東大会出場 

25. 3.16  卓球部関東大会出場 

25. 8.7～8 卓球部関東大会出場 

25.12.26  合唱部ＴＢＳ合唱コンクール東日本大会出場 

26. 3.15～16 卓球部関東大会出場 

26. 4. 1  20代校長 田村 昇 着任 

26. 8.8～9 卓球部関東大会出場 

27. 6.13～14 ラグビー部関東大会出場・ブロック優勝 

28. 6.11～12 ラグビー部関東大会出場・ブロック準優勝 

28. 8. 8  卓球部(男子ｼﾝｸ゙ ﾙｽ)関東大会出場 

29. 3.11～12 卓球部関東大会出場 

29.6.17～18 ラグビー部関東大会出場・ブロック第三位 

29.9.15  特別教室エアコン設置工事完了 

29.10.26  体育館改装工事完了 

29.11.2  開校７０周年記念式典・祝賀会 

30.4.1  21代校長 髙橋剛三 着任 

30.6.9～10 ラグビー部関東大会出場・ブロック準優勝  

31.3.15  Ｃ棟増築工事完了  

令和 2.11.28  東京都持続可能な社会に向けた教育推進校 

 研究発表 

   3.8.   陸上 関東大会出場 ３年男子 走高跳 

   4.4.1  22代校長 馬場 誠 着任 

   4.6.11～12 ラグビー部関東大会出場・Bブロック第三位 

   4.12.26  ＴＢＳ合唱コンクール東日本優秀賞受賞 
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年間の教科時数 
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                           ※（ ）内は週当たりの授業時数です。 

 

生徒在籍数                          （令和５年１月１日現在） 

 男 女 合 計 

１ 年 １６３ １３０ ２９３ 
２ 年 １５７ １５５ ３１２ 
３ 年 １７８ １１９ ２９７ 
１１組 １５ ５ ２０ 
合 計 ５１３ ４０９ ９２２ 

 

   時程表    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 基 本 時 程  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※水曜日は５校時まで 

 

 

 

予鈴 8：30 

朝 読 書 8:30～ 8:40 

朝 学 活 8:40～ 8:45 

１ 校 時 8:55～ 9:45 

２ 校 時 9:55～10:45 

３ 校 時 10:55～11:45 

４ 校 時 11:55～12:45 

給   食 12:45～13:15 

昼 休 み 13:15～13:35 

５ 校 時 13:40～14:30 

６ 校 時 14:40～15:30 

終  学 活 15:35～15:45 

清   掃 15:45～16:00 

    部 活 動 ※部によって活動日が異なる  最終下校 18:30 
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   主な行事      （ 特 … 特別支援学級） 

 ※以下は、令和４年度に予定していた行事です。ここには中止となった行事を含んでいます。 

 

４ 

月 

 

・始業式 ・入学式 ・新入生歓迎会 

・保護者会 ・離任式 ・１年自転車講習会 

・仮入部 ・部活動(生徒・保護者)説明会 

・調布市防災教育の日 

 

10 

月 

 

・学校部活動公開 ・合唱祭 

・学校説明会 ・特マラソン大会 

・３年進路説明会  

・あいさつ運動 

11 

月 

 

・１年ブラッシング指導 

・期末テスト ・連合音楽会 

・特合同学習発表会 

５ 

月 

・生徒総会 ・教育実習 

・体育祭 ・部活動保護者会 

６ 

月 

 

・身体体力測定 ・あいさつ運動 

・期末テスト ・セーフティ教室 

・特バスケット大会 

12 

月 

・三者面談 ・３年普通救命 

・大掃除 ・終業式 

１

月 

・始業式 ・１年移動教室 

・２年移動教室 ７ 

月 

 

・特宿泊学習  ・３年進路講演会 

・道徳地区公開講座 ・学校公開 ・大掃除 

・終業式 ・三者面談 ・補習教室 

・水泳教室 ・夏季休業 

２ 

月 

特劇と音楽の会 

・2 年音楽鑑賞教室 

・学年末テスト 

８ 

月 

・校内美化活動(８／２６) 

・始業式(８／2９)  

 

３ 

月 

 

 

・１，２年保護者会 ・作品展示会 

・３年薬物乱用防止教室 

・球技大会 ・卒業式 

・大掃除 ・修了式 

９ 

月 

 

・２年職場体験 ・３年修学旅行 

・2 年校外学習 ・１年古典芸能鑑賞教室 

・中間テスト ・生徒会役員選挙 

 

部活動一覧（今年度の開設部・順不同） 

陸上競技  野球   サッカー 女子ソフトボール 卓球  剣道   

男子バレーボール 男子バスケット 女子バスケット バドミントン ラグビー 

女子硬式テニス  吹奏楽  合唱  美術   理科報道 １１組クラブ  

 

１．入学にあたって 

（１）生徒心得（生活の決まり） 

Ａ 学校生活 

１．登校下校 

 （１）登校下校の時刻を守る。登校は時間に余裕を持って登校し、下校は清掃終了 

    の１０分後とする。 

      （２）徒歩通学を原則として登下校の際は、安全な道を通学する。 

自転車通学については７ページ参照 

      （３）下校途中で買い食いをしたり飲食店に立ち入ったりしない。 
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２．学習 

 （１）始業の前に準備をし、自分の席についてチャイムを聞く。 

 （２）学習は真剣に取り組み、人の迷惑になることはしない。 

 （３）授業に必要なものは忘れないようにし、提出物もしっかり提出する。 

 （４）教室移動について 特別教室で授業を受ける場合は休み時間中に教室移動 

   を終え、特別教室で始業を待つ。 

３．所持品 

 （１）所持品には必ず記名する。 

 （２）学習に必要のないもの（菓子類・遊び道具・雑誌・携帯電話など）は 

            持ってこない。 

（３）学校へは不要な金銭は持ってこない。 

 

  Ｂ 服装(標準服) 学習にふさわしい、質素と清潔を第一とする着こなしを心がける。 

 

１．詰襟型（詰襟の学生服と黒ズボン） 

〈冬期〉 

（１） 学生服の中はワイシャツかポロシャツを着用し、裾はズボンに入れる。 

（２）左襟に学年組章、右襟に校章をつける。 

（３）防寒のために、学生服の下にセーターを着てもよい。 

   ただし、無地のＶネックセーターで黒・紺・白・グレーとする。 

〈夏期〉 

（１）上衣は白のワイシャツかポロシャツを着る。ポロシャツは、胸のワンポイン

ト柄までは可。 

      （２）ワイシャツやポロシャツの下にシャツを着用する場合、白を原則とする。 

（３）ワイシャツやポロシャツの裾は、ズボンの中に入れる。 

（４）校章・組章はつける必要はない。 

    

２．ブレザー型（ブレザーとスカートまたはスラックス） 

  〈冬期〉 

（１） ブレザーの下にワイシャツもしくはブラウスを着用し、裾はスカートまたは

スラックスに入れる。 

（２）左胸に台紙をつけ校章と組章をつける。 

（３）防寒のために、ブレザーの下に指定ベストまたはセーターを着てもよい。 

   ただし、無地のＶネックセーターで黒・紺・白・グレーとする。 

 〈夏期〉 

（１）ブレザーは着用せず、白のワイシャツかポロシャツに学校指定のベストを着

用する。ポロシャツは胸のワンポイント柄は可。 

   （２）ブラウスやワイシャツ・ポロシャツの下に着用するものは白を原則とする。 

   （３）ブラウスやワイシャツ・ポロシャツはスカートに入れる。 

（４）校章組章はつける必要はない。 
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※上衣を着ず、セーターだけの登下校は認めていない。また、上衣から著しくはみ

だす着方をしないこと。 

 

 ３．履物 

（１）上履きは指定のものを履く（学年色）。 

（２）体育館使用時は体育館履きをはく。 

（３）登下校は運動靴が望ましい。 

 ４．靴下 

白・紺・黒・グレーを基本とし、ワンポイントのものは認める。 

 ５．頭髪 

（１）中学生らしい髪型を心がける 

（２）頭髪はパーマをかけたり変色させたりしてはいけない。 

（３）髪を留めるゴムは黒・紺・白・グレーで、飾りのないものを使用する。 

 

   C 校外生活 

（１）事件事故に遭わないように十分注意して生活する。 

（２）交通規則を守り交通安全に努める。 

（３）夜間の外出はできるだけしない。 

（４）飲食店・映画館などは保護者の許可なく行かない。 

（５）ゲームセンターへの出入りは禁止する。 

 

今年度は新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため、「標準服」「上履き」「体育館履き」「体育

着」の採寸・販売は学校では行いません。前回の説明会でご案内した通り、直接各販売店

にご連絡いただき準備をお願いします。 

(２)標準服 

    次の３店で扱っています。採寸・購入については、パンフレットをご覧の上、直接各

販売店にご連絡ください。  

    ＊松沢洋品店        調布市小島町１－３４－１２      042-482-2634 

     ＊ムサシノ学生服  武蔵野市吉祥寺本町１－１３－２  042-221-3711 

       ＊ユニフォームスタジオ（株） 調布店 

              調布市つつじが丘４－１７－１８  ・042-490-9055 

        

(３)校章・組章 

     校章・組章は入学式終了後に、購入して下さい。下記の富沢商店で扱っています。 

        ＊富沢商店    深大寺東町３－５－２       042-483-0526 

         校章６５０円・組章４５０円・台布２０円（価格変更の可能性あり） 

(４)上履き 

     黄色のふちのあるもの  

      ＊Fine(旧ひのや)    調布市深大寺東町１－１０－２   042-483-0927 
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    ＊マルコ・ポーロ  調布市菊野台３－３－３  ・042-484-2465 

    ＊㈱丸山スポーツ  府中市小柳町 5-19-21  ・042-361-9609 

 

(５)体育館履き  入学式から使用します。 

     上履きとは区別し、購入して下さい。各学年共通３，９００円 

       ＊ワールドスポーツ 調布市菊野台１－２０－１   042-483-0215 

 

(６)体育着 

     ●男女共通 

       トレーニングシャツ   ５，５００円 

       トレーニングパンツ      ４，６５０円 

       半袖シャツ              ２，５４０円 

       ハーフパンツ            ２，６６０円  ＊すべて刺繍込みの値段です 

     ＊丸山スポーツ   府中市小柳町５－１９－２１   042-361-9609 

 

   ☆下記の店舗（丸山スポーツ代理店）でも取り扱っています。 

＊Fine(旧ひのや)    調布市深大寺東町１－１０－２   042-483-0927 

    ＊マルコ・ポーロ  調布市菊野台３－３－３  ・042-484-2465 

 

   ◎個人名を刺繍しますので、直接来店される場合はなるべくお早めにお願いします。  

 

2．その他のお知らせ 

 ・教科書については無償で配布します。 

 ・生徒手帳は学校で配布します。 

 ・自転車通学は許可区域内の希望者にだけ許可しています。 

    自転車通学許可区域（深大寺北町 1,3,4,5,6,7 丁目、深大寺東町 7 丁目 46～50 番、8 丁目） 

       許可区域外居住者、学区外通学者の自転車通学は、一切許可しておりません。 

自転車通学者には、８：２０までに登校するよう指導しています。詳細は入学後、 

指示します。 

      ※新入生の自転車通学は、対象者を集めて説明会を実施した翌日以降からとなりま 

   すので、入学式当日は徒歩で登校してください。 

   

３．教材費の納入について 
本校では、教材費の納入について、「ゆうちょ銀行」の「自動払込システム」を利用し

ています（手数料１０円は保護者負担）。また、年度末等の返金の際も、ゆうちょ銀行口
座への振込みとさせていただきます（手数料６６円は保護者負担）。 
 つきましては、保護者の皆様には「ゆうちょ銀行」総合口座の開設をしていただき、「自
動払込利用申込書」の手続きをしていただくようお願いいたします。 
 
（１） 「ゆうちょ銀行」総合口座を開設し、「自動払込利用申込書」を提出してく

ださい。 
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① 総合口座を作るためには、印鑑と本人であることが確認できる証明書（運転免
許証・マイナンバーカード等）をご持参のうえ、「ゆうちょ銀行」へ直接お申
し込みください。兄弟姉妹が本校に在籍している場合、１つの通帳で納付可能
です。 

② 口座の名義は、保護者でも生徒名でも結構です。 

③ すでに口座を開設されている方（小学校の給食引き落とし口座をお持ちの場合
等）は、引き続きその口座で「自動払込システム」を利用することができます。
ただし、「ゆうちょ銀行」へ「自動払込利用申込書」の提出は必要です。 

④ 総合口座開設後、同封の「自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印し、 
  ３月６日（月）までに、ゆうちょ銀行へ提出し手続きを行ってください。 
  （ただし、ゆうちょ銀行の手続きは、本校に入学が確定してから行ってく
ださい。） 

（２） 入学式翌日に、「お客様控」を学校に提出してください。 

① ゆうちょ銀行での手続き終了後、返却された「お客様控」に記入例の通り、ク
ラス・出席番号・生徒氏名を記入して、入学式翌日に担任まで提出してくださ
い。 

※ 教材費の概要につきましては、「自動払込利用申込書」に添付の「教材費
の口座引き落とし手続きについて（お願い）」に記載しております。 

                       

 

 

令和５年度 入学式 ご案内 

  後日、調布市教育委員会より郵送される就学通知書にてご案内しますが、令和５年度調

布市立神代中学校の入学式を下記の要領で挙行いたしますので、ご予定ください。 

 

   １．日時  令和５年 4 月７日（金） 午前１０時００分より 

   ２．場所  本校 第１体育館 

   ３．時程 （１）受付開始 ８時５０分 (第一体育館前) 

          新入生は９時１０分までに登校してください。 

        （２）組分け発表を見て受付を通り、新入生は各教室へ 

                   保護者の方は体育館へお入りください。 

        （３）１０時００分 開式  式の時間は約１時間です。 

        （４）式後、新入生は各教室で学級活動、 

              保護者の方は体育館で諸連絡があります。 

              各学級での保護者会は後日となります。 

   ４．備考 

  （１）当日、就学通知書を新入生本人に忘れずに持たせてください。 

  （２）新入生の持ち物は、上履き・体育館履き・筆記用具です。 

  （３）保護者の方が入学式に参列できない場合は、できるだけ代わりの方においでい 

    ただけるようにご配慮ください。 

  （４）入学式は１０時００分からですが、余裕をもってお越しくださるようにお願い 

     申しあげます。 


