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『好きです 西中 つながる学校』をめざして 
栗東市立栗東西中学校 校長 平子 博之 

 

栗東西中学校は、滋賀県でも有数の大規模校です。多くの生徒が学習や運動に一生懸命に取り組み、

教職員がその頑張りを応援しています。 

栗東西中学校のスローガンは、『好きです 西中 つながる学校』

です。栗東西中の生徒が「栗東西中に通いたい」「栗東西中が楽し

い」と思い、保護者のみなさまや地域のみなさまが「栗東西中を応援

したい」と言ってもらえる学校にしたいと思います。そして、生徒、教職

員、栗東西中学校にかかわるすべての人がつながり、「栗東西中が

好きです」と心から言える学校を目指しています。 

 

《学校教育目標》            《めざす生徒像》 

  心豊かで たくましい生徒の育成     ・自分を大切にできる生徒 

《学校スローガン》            ・人を大切にできる生徒 

  「好きです 西中 つながる学校」     ・目標を持ち、夢に向かって進む生徒 

 

また、栗東西中学校には多くの特色があります。 

特色(1) 伝統的な行事があります。  

それは、NBC体育祭とNBC音楽祭です。NBC体育祭では、各団

が「団パフォーマンス」を発表します。また、NBC 音楽祭も盛り上がる

行事の一つです。各クラスの団結力が発揮され、合唱をとおしてクラ

スが一つになります。 

特色(2) 人権学習に力を入れています。 

人権学習は「ヒューマンタイム」と言って、3 年間をとおして人権について考える学習を進めます。一人ひ

とりがあらゆる差別をなくし、行動につなげられるように学習します。また、ヒューマン実行委員が中心とな

って人権集会を行ったり、2年生では人権劇に取り組みます。 

特色(3) 生徒会活動や部活動がさかんです。 

生徒会活動では、生徒会委員会やあいさつ運動などの活動を行

います。また、部活動では、大会やコンクールを目指して、日々練習、

活動を行っています。活動をとおして、仲間との絆が深まって中学校

時代のいい思い出となります。 

入学後は栗東西中学校の一員として、充実した学校生活を送って

ほしいと思います。みなさんの入学を心待ちにしています。 

 

2 



 

 

１ 学校の概要 
 

（１）校訓 

自主自律  不撓不屈  協心協力  

 

（２）教育目標 

心豊かで  たくましい生徒の育成  

 

【めざす学校像】  

『人間の尊厳』と『生命の尊重』の実践校  

 １．人権・同和教育を根幹に置いた学校づくり  

 ２．学校・保護者・地域との連携による学校づくり  

 

（３）校 歌 
一、かがやかに かがやかに    二、さわやかに  さわやかに 

      湖南の広野 陽に映えて      歌声あふれ 友情の     

      理想の虹を 呼ぶところ        花咲き競う  学び舎に   

      希望に燃えて はつらつと     個性を伸ばし 創造の  

      真理を求め 学びゆく          豊かな夢を 育てゆく   

    栗東西中  この誇り         栗東西中  この誓い   

 

三、おおらかに おおらかに 

    試練の嵐 乗り越えて  

    歴史は香る  ふるさとの  

    栄える明日を 担いたつ 

    この身と精神 鍛えゆく 

    栗東西中  この栄え 

 

（４）生徒在籍予定数（令和５年１月現在の見込み数）  

１年 ２年 ３年 全校 

２８２人 ３１５人 ３１４人 ９３１人 
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（５）一年間のおもな学校行事予定 

○入学式 

○始業式 

○身体測定 

○保護者懇談会 

●PTA総会 

○教育相談 

○春季総体 

○修学旅行 

○勤労体験 

○定期テスト 

○ＮＢＣ音楽祭 

（合唱コンクール） 

●期末懇談会 

○終業式 

○夏季総体 

○質問教室 

〇始業式 

〇卒業式 

〇修了式 

 

●除草作業 

○ＮＢＣ体育祭 

○秋季総体 

（水泳） 

 

〇入学説明会       

〇定期テスト 

○始業式 ●期末懇談会 

○終業式 

○３年進路懇談 

○生徒総会 

○定期テスト 

○定期テスト 

○生徒会役員選挙 

○秋季総体 

○教育相談 

○３年進路懇談 

※諸事情により変更の可能性があります。 

 

 

（６）日課表 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昼食は月曜日～木曜日が給食、 

金曜日が弁当です。（令和４年度の状況です。） 

栗東西中学校での一日（５０分授業） 
 

●1８：３０～1８：４５    BS タイム（朝学習）・朝の会 

●1８：５５～1９：４５    １校時 

●1９：５５～１０：４５    ２校時 

●１０：５５～１１：４５    ３校時 

●１１：５５～１２：４５    ４校時 

●１２：５５～１３：３０    昼食・昼休み 

●１３：３５～１４：２５    ５校時 

●１４：３５～１５：２５    ６校時 

●１５：３５～１５：４５    帰りの会 

●１５：４５～１６：００    清掃 
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２ 学習について 

（１）小学校との学習のちがい  

①小学校と比べ大きくちがうところは、それぞれの教科をそれぞれの専門の先生に習うことです。木工室や

美術室などの特別教室があり、移動して授業を受ける機会も多くなります。 

②算数が数学、図工が美術、体育が保健体育、家庭が技術・家庭という呼び方に変わり、内容も少し高度

になります。また、学期ごとに定期テストがあり、その結果が成績判定の１つの材料となります。 

③授業時間は、基本的に各校時とも５０分で、小学校の４５分から５分長くなります。 

（２）学習の心構え 

①中学校では、小学校よりも学習内容が少しむずかしく、より深くなってきます。したがって、家庭学習の時

間もより長くしなければなりません。小学校の学習内容がよく理解できていた人も、油断せずに学習に励

んでください。また、今までの学習内容があまりよく理解できなかった人も、努力しだいで、どんどん実力

がついていきます。中学生として、新しい気持ちで希望をもって学習にのぞんでください。 

②学力の向上は素質より努力にあります。毎日の努力しだいで学習が充実したり、そうでなかったりするも

のです。当たり前のことですが、どの教科もまんべんなく勉強しなければなりません。教科によって好き嫌

いがあったとしても、自分の努力によって変えていき、興味や関心をもって授業にのぞんでください。 

③単に、先生の教えを聞いたり、教科書の内容を覚えたりするだけでなく、よく考え、進んで学習しようとす

る態度を身につけることが大切です。積極的な態度で学習する人はどんどん実力がつき、将来自分の目

指す進路選択の幅が広くなっていきます。 

（３）学ぶ力を向上させるために 

「学習指導要領」のポイントである「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業を行い、質の高い学

びの実現をめざします。そのために、①誰もが学びを実感できる ICT等を活用した授業づくり、②学ぶ意欲

を引き出す様々なグループワーク等を行い、「読む」こと、「書く」ことに加え、全ての生徒に「わかる」「伝わ

る」から様々な知識が「つながる」ことを実感できる授業が行えるよう努めます。 

 

1週間の授業時数(令和 4年度) 

1年生 

教科 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 
保健 

体育 

技術 

家庭 
英語 道徳 特活 

総合的 

な学習 
週時数 

時数 4 3 4 3 1.3 1.3 3 2 4 1 1 1.4 29 

２年生 

教科 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 
保健 

体育 

技術 

家庭 
英語 道徳 特活 

総合的 

な学習 
週時数 

時数 4 3 3 4 1 1 3 2 4 1 1 2 29 

3年生 

教科 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 
保健 

体育 

技術 

家庭 
英語 道徳 特活 

総合的 

な学習 
週時数 

時数 3 4 4 4 1 1 3 1 4 1 1 2 29 
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①道徳 人を大切にするという精神に立って、日常生活における望ましい行動のしかたを勉強し

ます。さまざまな場面において、どのように生きることが正しいことかを勉強するために、お

互いに話し合ったり、先生の話を聞いたりして考え合うのが、週１時間の道徳の時間です。

道徳の評価は３月の通知票に文章でお伝えしています。また、この時間を中心にして、友

だちをよく理解し、明るく、楽しく、しかも思いやりのある学級をつくるように努力しましょう。 

②特別活動 楽しい学校生活が送れるように、生徒会活動を中心にして、従来の体育祭と音楽祭を

いっしょにした『ＮＢＣ（西中ビッグクリエーション）』や、球技大会などの行事が計画され

ています。これらの行事は、学級の仲間や全校生徒が協力し、よりよい生活を送るために

大切な学習です。 

③総合的な 

学習の時間 

 

本校では、「ハートフルタイム」と名付け、「ヒューマンタイム（人権についての学習・活動の

場）」、「ドリームタイム（勤労体験学習などを通して進路について考える場）」、「クリエイトタイム

（体育、音楽、美術を総合的に表現する場）」を設定しています。探究的な学習を通して、総合

的・横断的に、自ら課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断し、よりよく問題を解決する

資質や能力を育てるとともに、様々な人や社会との出会いを通して、多くの人の「生き方」

に学び、自分の生き方を考える時間です。 

④ＢＳタイム 

  朝読書 

朝、登校してすぐの時間帯で毎日１０分間基礎学習の取り組みをＢＳ(Ｂａｓｉｃ Ｓｔｕｄｙ)

タイムとして進めています。落ち着いた状況での学習から一日を開始することで、学びの

姿勢をつくります。１・２年生は曜日により「朝読書」も行います。 

⑤家庭学習 学校での学習を楽しく、充実したものにするためには、家庭での予習や復習が大切で

す。学校では十分理解できなかったことも、家庭でゆっくり復習すれば、理解できることが

多いのです。 

また、予習についても、次の学習の内容をしっかりつかみ、わからないところをはっきり

させておけば、その授業内容がわかりやすく、学習がはかどります。短時間でいいですか

ら、無理のない計画のもとに集中して学習すること、そして毎日根気強く続けることが大切

です。本しおりの６ページ「家庭学習の手引き」を参考にして、家庭学習の習慣をつけまし

ょう。 

⑥定期テスト 中学校では、その時々のテストのほかに、全校一斉に定期テストが実施されます。この

定期テストは、日頃の学習の成果を見直すものとして重要なものなので、部活動等も一週

間前より休みになります。このテストで自分自身の学習結果を振り返り、学習状態を反省

することができます。したがって、定期テストに対する学習は、テスト前になってあわてて勉

強するのではなく、毎日の学習を積み重ねることが大切です。年間通して４回（６月、９月、

11月、２月）実施します。 

⑦通知票 

について 

学校での学習や生活の状況を記録します。年３回（７・12・３月）通知票を発行します。

ただし、音楽・美術・技術家庭の３教科の成績については、年２回（10・３月）評価をしま

す。評価は絶対評価です。 

教科ごとに３つの観点を設け、到達度を A･B･Cで評価し、それぞれの観点の評価を総

合し、５段階評価で評定を出します。学習評定は、定期テストの結果のみでなく、日常の授

業での学習活動を総合的に評価します。 
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令和４年度改訂版 

 
 
 
 これからの社会では、一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のあ
る存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可
能な社会の創り手となることができるようにと考えられています。その社会で役立つ力をつけるために、普段の
生活習慣や家庭での学習習慣を適切なものにしていくことが大切です。この家庭学習の手引きは、そのポイント
を整理したものです。内容をよく理解して、自分の力を伸ばしましょう。 
 

❖学びの基礎を広げよう 

○自分の意見を伝えましょう。 

  現代は、情報を発信する力が、大切になっています。

ですから、様々な機会を通じ自分の意見を正しく伝える

ことが要求されます。家庭でのおうちの人との会話で、

自分の意見を整理し伝えることも良い練習になるので、

たくさん会話をしてコミュニケーション力を高めましょう。 

 

○本や新聞を読みましょう。 

  実際に体験することは、とても大切ですが、時間や環

境に制限があります。直接体験できないことを補うには、

本や新聞が適切です。（ネットの文章には、無責任なも

のも見られるので注意しましょう。）「正しく読む」習慣を

身に付けましょう。 

 

○学習施設を利用しましょう。 

  滋賀県や栗東市の学習施設では、さまざまな学習の

機会を設けています。普段の生活や学校の授業では、ふ

れられない貴重な体験や、豊富な資料で得られるもの

は、学習の基礎として多くの学びを支えます。県や市の

施設案内をよく読んで、積極的に利用しましょう。 

 
❖学びの姿勢をつくろう 
 

○自分の目標を持ちましょう。 

  学びは、何のためにするのでしょうか。これから先、皆

さんが意欲的に学習するためにも、「将来、○○ができ

るようになりたい。」という目標があれば、「そのために

学ぶ」という目的意識がはっきりします。ただし、社会は、 

学校の教科で分けられるものではありません。「この教

科はいらない。」というものはありません。 

 

○学習環境を整えましょう。 

  道具や参考書を揃えるよりも集中できる環境にして

おくことが大切です。テレビやパソコン、スマートフォンな

どの情報機器は、上手に使用すればとても便利なもの

ですが、必要な時以外は、「手元に置かない」、「電源オ

フ」にするなど、学習に集中できる環境を作りましょう。 

○学習時間を決めましょう。 

  家庭学習は毎日の習慣です。何時～何時は学習の時

間と決めて、それが「当たり前」になることが必要です。

日によって予定を変えていると、だんだんやらなくなって

しまいます。学んだ量は、「学習時間×集中力」です。集

中する時間を確保しましょう。 

 
❖自分の学びを伸ばそう 
 

○宿題や課題は早めにしましょう。 

  中学校では、定期テストあたりに宿題や課題の提出
が集中する傾向があります。提出期限が、少し先だから

といって、後回しにすると、期限直前に「とりあえず、やっ

て提出」ということになります。本来、宿題や課題は、じっ

くり考えて取り組むために設定しているものも多いので、

まずは集中して授業に臨みましょう。また、宿題や課題が

出されたら、出されたその日から取りかかれるような習

慣を身に付けましょう。 

 

○予習・復習をバランス良く行いましょう。 

  授業中、困らないように、それまでに調べておく内容
（英単語の意味など）を予習することは重要です。ただ、

復習も大切です。人間は、どんどん忘れる生物です。で

も、すぐに忘れていては、学習が深まりません。習ったこ

とをその日のうちに、もう一度確認し直すことで、学んだ

ことが消えにくくなります。復習にも、毎日取り組みましょ

う。 

 

○実際に書きましょう。 

  情報機器（スマホ、携帯、ＰＣ、タブレットなど）の進歩
によって、文字を入力する機会は、増えていますが、実際

に鉛筆やペンで文章を書くことも大切です。特に、自分

の考えをきちんと書き表せる力をつけるためにも、普段

からの家庭学習で繰り返し取り組むようにしましょう。 

 

○漢字・単語などは、正確に覚えましょう。 

  情報機器への入力では、難しい漢字もすぐに変換し
てくれます。でも、実際に自分で書く時に「なんとなく覚

えている」では、なかなか書けません。繰り返し練習する

ことで、正確な記述ができるように心がけましょう。
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３ 学校生活のきまりについて 

（１）身だしなみの約束 

①制服（標準服） 
について 

・指定の制服を着用します。 
・通常の登下校はもちろん、放課後やお休みの日でも、登校する時は、制服か
体操服で登校します。 

＜制服の着方＞※多様性容認の観点から、制服の見直しを始めます。 

・学生服（学ラン）を着用の場合
は下にカッターシャツを着て、
ズボンを履く。学生服は第１ボ
タンまでしっかり留める。 

・ベルトは派手でないものをつけ
る。 

・ブレザーを着用する場合は下にカッター
シャツを着て、スカートまたはスラックス
を履く。カッターシャツの第１ボタンを留
めて、ボウタイをしっかり結び、ブレザー
のボタンをすべて留める。スラックス時
はボウタイを着用しなくてもよい。 

・スカートはひざにかかる程度の長さとす
る。 

・校内では必ず名札を左胸ポケットに、ピンでとめます。 
・白、黒、紺、グレー、いずれかの色のソックスを履きます。 

②夏服について ・全員白カッターシャツです。半袖／長袖は問いません。 
・夏服時、ボウタイをつけません。 
・夏服と冬服の移行期間を設けていません。気候と体調に合わせて選択してく
ださい。 

③冬季の防寒対策 
について 

 

・寒い場合、次の手順で防寒対策をします。 
①カッターシャツの下に下着を着ます。 
②上着の下に、セーターやカーディガンを着ます。 
※原則、色は黒、紺、灰、茶、ベージュ、白です。 

③登下校時は、コートやジャンパーを着ます。 
※校舎内では着てはいけません。 
④気候に応じて、マフラーや手袋を着用します。 
⑤体操服登校の際は、長そで、長ズボンも利用します。 

④体操服について 
 

・主に体育の授業の時に指定の体操服を着用します。 
・夏季は、半袖シャツとハーフパンツが望ましい。 
・冬季は、半袖シャツの上に上着を着用し、長ズボンを履きます。 

⑤頭髪について ・染色、脱色、パーマは禁止とします。 

⑥シューズについて ・白色のゴム製上靴。つま先の色は指定なし。かかとは踏んではいけません。 
・体育館では体育館シューズを履くこととします。 

⑦かばんについて ・指定はありません。 

⑧下靴について ・指定はありません。ただし、体育の授業時に運動しやすい靴をはいてくださ
い。 

（２）持ち物の約束 

■学校生活に必要ないものは持ってこない。 

■貴重品（お金や高価なもの）は、学校に持ってこない。 

■不要物（勉強に必要ないもの）は、学校に持ってこない。 

 ①栗東市では携帯電話の校内持ち込みは原則禁止 

②アメやガムなどの菓子類やジュース類の持ち込みは禁止 

 ③マンガや雑誌、トランプ、ゲーム機などの持ち込みは禁止 
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（３）通学にかかわる約束 

①「徒歩通学区域」と「自転車通学区域」が居住区により決まっています。 

徒歩通学区域 自転車通学許可区域 

湖南平・北浦団地・グレーシーＡＢＣＤ 

花園・南橋・成和苑・西浦・北中小路 

苅原・笠川・市川原・綣南出・綣七里 

エスリード・エスリードⅡ・エスリード駅前・サ

ーパス・霊仙寺・綣南・海老側団地・ネバーラ

ンド・ウイングビュー・リーデンス・ルネスピー

ス栗東(小平井)・小平井（一、二丁目） 

下鈎甲・下鈎乙・下鈎糠田井・日の出町 

中沢・中沢団地・中沢グローバル・蜂屋 

円田団地・綣北出・大宝団地・十里・野尻 

霊仙寺住宅・グレーシーＥ・ジオコート 

リソシエ・ルネスピース栗東スクウェアガーデ

ン(野尻)・綣東・小平井（三、四丁目） 

小柿（１区・２区・３区） 
 

通

学

の

注

意

事

項 

●自転車を利用する時は、ヘルメットをかぶりましょう。 

●徒歩、自転車ともに交通ルールやマナーをしっかり守って、安全に登下校をしましょう。特に青色

の線で自転車専用通行帯が塗装されている道は、ラインの内側を走りましょう。 

●通学路については、厳密な指定はありませんが、道幅が狭く、交通量の多い「中山道」や「ＪＲの

高架下一方通行の道路」は通らず、安全な道を登下校しましょう。 

●「自転車通学許可区域」居住の生徒は、自転車許可シールを貼った自転車で登下校をします。  

●「徒歩通学区域」居住の生徒で、土日祝日および長期休業中に部活動に参加する時は、自転車

通学を認めています。また、大会や他校での練習試合へ行くときも同様で自転車で登校し、移動

することもあります。いずれもヘルメットを必ず着用します。 

●「自転車通学区域」居住の生徒が、登下校中に交通ルールに違反する行為（二人乗りや傘差し

運転など）があった場合は、自転車通学許可を一定期間取り消すこともあります。 

●令和２年１０月より、滋賀県では未成年者の保護者に対して自転車保険への加入を義務化して

います。自転車を利用する人は、自転車損害賠償保険等に加入をお願いします。また、学校から

保険加入の有無を確認しますのでご協力をお願いします。 

 

②下校時刻を守り、寄り道をせずに帰りましょう。 

期 間 部活動終了時刻 完全下校時刻 

４月 １７：１５ １７：３０ 

５月 １７：３０ １７：４５ 

６月～終業式 １７：４５ １８：００ 

夏休み １６：３０ １６：４５ 

９月～秋分の日 １７：３０ １７：４５ 

秋分の日～中体連 １７：００ １７：１５ 

中体連～１１月末日 １６：４５ １７：００ 

１２月～１月１５日 １６：３０ １６：４５ 

１月１６日～２月１５日 １６：４５ １７：００ 

２月１６日～３月 １７：００ １７：１５ 

＊部活動や委員会などの用事がない場合は、すみやかに下校します。  
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（４）登校後の外出についての約束 

安全確保のため、いったん登校したら、忘れ物を取りに帰ったり、昼食を買いに出たりなど、学

校の敷地外に出ることはできません。 

 

（５）昼食についての約束 

昼食については、月～木曜日は給食、金曜日は弁当を持ってきます。パンやおにぎりを買って持

ってくる人は、前日か当日の朝、登校前に買ってきてください。飲み物は「お茶・水・スポーツドリン

ク」を用意してきてください。 

 

（６）いろいろな届け出 

①欠席・遅刻連絡 
朝のうちに保護者が学校に電話またはメールで連絡をするか、生徒手帳に記

入して近隣生徒を通して担任に渡るようにしてください。 

②自転車通学許可 
自転車通学許可シールは、該当する生徒に「許可願い」を入学後配布します。

必要事項を記入の上、代金 150円を添えて申し込んでください。 

③アルバイト 
在学中のアルバイトは原則として認めていません。どうしても必要な場合は保護

者から学校に届け出をしてください。 

④名札の再購入 
名札は、入学時にピン付名札(200円)をお渡しします。在学中に紛失した場合

は、担任に申し込んでください。 

※その他は担任にお問い合わせください。 

 

（７）授業を受けるときの約束 

①授業は学校生活で一番大切な時間です。 

②体育以外の授業は原則「制服（標準服）」で受けます。 

③チャイムが鳴ったら、授業の準備をして、自分の席に座ります。 

④授業の始まりに遅れたり、途中で教室から出たりしてはいけません。 

⑤姿勢を正しくして、前を向いて授業を受けます。 

⑥授業中の私語（おしゃべり）や勝手な言動は周りの人の授業妨害になります。 

絶対にしないようにしましょう。 

⑦文房具や学習用具は各自が準備し、貸し借りがないようにしましょう。 

⑧貸与されるタブレット PCは大切に扱い、有意義に活用しましょう。 

⑨学習用具の忘れ物をした場合は、授業が始まるまでに担当の先生に相談しに行きましょう。 

⑩先生の話をよく聞き、学習活動に進んで参加しましょう。 

⑪学習内容でわからないことがあれば手を挙げて質問をし、わからないままにしない

ようにしましょう。 

⑫ノートの文字はていねいに書き、黒板の内容だけでなく、授業の内容がわかるよう

に工夫してまとめましょう。 

⑬授業中に配られるプリント類には名前を書き、大切に保管しましょう。 

⑭宿題は必ず家でやりましょう。また、提出物は〆切日を守りましょう。 
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４ 入学後も給食後の歯みがきを続けましょう 
 

 中学校でも給食後の歯みがきの習慣が続くように取り組みを進めてきましたが、新型コロナ感染

症の影響もあり、学校で歯みがきをしている生徒は少ないです。しかし、歯みがきは口腔内の細菌や

ウイルスを減らす働きがあり、むし歯や歯周病、感染症の予防をすることにつながります。唾液飛沫

を飛ばさないように、下記のことに注意をしながら歯みがきで口の中をキレイにすると、歯の健康

だけでなく体の健康も守ることにつながります。 

 

●唾液飛沫を飛ばさない歯みがきのポイント 

①小さめの歯ブラシを使う 

②口を閉じてみがく 

③静かに吐き出す 

④人との距離を保って会話を  

しない 

                                 

 中学生は乳歯から永久歯へ

生え変わる時期のため、むし歯

の罹患率が小学生より減少し

ますが、歯肉炎になる人が増加

する傾向があります。歯周疾患

は、生活習慣病のひとつです。 

 
        
                    

 要観察歯（ＣＯ）や初期の歯肉炎（ＧＯ）

は、毎日のブラッシングや口の健康を意識

し、生活を改善することで、今後の悪化

を予防し、歯の健康維持につながります。 

せっかく小学校で習慣づけてきた給食

後の歯みがきを中学校でも続けてほしい

と思います。 

また、中学校でも給食後の歯みがきが

しやすい環境を作っていきたいと考えて

います。 

 ご家庭におかれましても、「食べたら

みがく」習慣を続け、中学校入学後もぜひ、給食後の歯みがきを続けていけるよ

うに、ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

＝だ液中の細菌数の変化＝ 

☆食事をした後、口の中の細菌数は上昇します。 
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５ 生徒会活動・部活動について 

（１）生徒会活動 

「生徒会」とは、小学校での「児童会」にあたるものです。自分たちの学校生活が、どの生徒にとっても快

適で過ごしやすいものにするために、学校行事（体育祭・音楽祭など）や専門委員会活動、あらゆる場面で

主体的に活動しています。専門委員会活動として、各学級で前期・後期ごとに次の各委員が選ばれ、それ

ぞれ役割を決めて活動します。 

 

生活向上委員・整美委員・文化図書委員・保健体育委員・報道委員 

福祉緑化委員・給食委員・代議員・選挙管理委員 

 

（２）部活動  

部活動は、学年や学級の所属を離れ、同じ興味や関心をもつ人が集まり、主として文化的・体育的な活

動を展開します。入部は希望制ですが、部活動に所属し、活動することで、仲間や経験が広がり、自身の成

長にもつながります。できる限りどこかの部活への入部をおすすめします。 

 

①本校の部活動の内容について 

体育的活動の部 

・陸上部 ・水泳部 ・ソフトテニス部（男・女） ・剣道部 ・卓球部 ・体操部 ・野球部 

・バレーボール部（男・女） ・バスケットボール部（男・女） ・サッカー部 ・バドミントン部 

文化的活動の部 

・吹奏楽部  ・家庭部 ・美術部 ・技術部 

 サークル 

・科学サークル 

 

②入部について 

部活動への正式加入は、４月末から５月初め頃になりますが、それまでに見学会や希望調査を実施しま

す。期間内にそれぞれの活動状況をよく見学して、自分に最も適した部を選んでください。また、入部につい

て、友達関係や上級生とのつながりで選ぶ人がいるかも知れませんが、部の活動は土日などの休日にも行

われたりしますので、自分の体力や学習等のことをよく考え、家の人と相談して決めることが大切です。また、

諸事情によっては、顧問に相談した上で転部したり、退部したりすることも可能です。 
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６ 学校教育諸経費について 

（１）学校で集金する諸経費 

学校で集金する諸経費としては、学年費、生徒会費、日本スポーツ振興センター掛金等があります。来年

度の集金額等については、年度当初に通知します。 

【参考】令和４年度の第１学年の集金額（月額） 

学年教材費（教材費、共同物品購入費）・ 2,900円 

給食費 3,800円 

生徒会費 100円 

ＰＴＡ会費 200円 

文化体育振興費 300円 

日本スポーツ振興センター掛金（7月のみ） 500円 

 

※５月（初回）は給食費、生徒会費、ＰＴＡ会費、文化体育振興費を２か月分（４,５月分）集金します。 

※２月（最終回）は、生徒会費、ＰＴＡ会費、文化体育振興費を２か月分（２,３月分）集金します。 

※ＰＴＡ会費は、栗東西中学校ＰＴＡの依頼により集金しています。兄姉が在学の場合は兄姉の方で徴収します。 

（２）集金方法 

栗東市内の小中学校では、学校教育に係る経費の集金を『子どもたちの安全面への配慮（子どもにお

金を持たせない）』と『会計の適正管理』を目的とし、栗東市小中学校事務支援センター(※次ページ参

照)において一括して口座振替させていただいています。 

 ※ 辞書等、個別に注文し購入する物品の代金は、現金を持参していただきます。 

○振替日 原則、毎月２６日 (休日の場合は金融機関の翌営業日) 

振替回数 ： ５月～２月（年１０回）…８月含む 

初回振替日： ５月２６日（金） 

○振替口座 ・小学校で登録された口座から引き続き振替しますので、手続きは不要です。 

＊指定されている口座を変更される場合や市外小学校から入学される場合は、「口

座振替依頼書」の提出が必要となりますので、お申し出ください。 

＊登録口座の名義等を変更された場合は、必ず学校へ連絡をお願いします。 

○取扱金融機関 滋賀銀行  関西みらい銀行  レーク滋賀農協  

滋賀中央信用金庫 滋賀県信用組合 京都銀行 京都信用金庫 

○振替手数料 １回１１円の銀行手数料を集金と併せて引き落としさせていただきます。 

○通帳への表示 摘要「学費」、ｶﾅ表示：ﾘｯﾄｳｼｶﾞｯｺｳｼﾞﾑ、漢字表示：栗東学校事務となります。 

＊事務支援センターでの一括処理のため、学校名は記載されません。 

○その他 ・振替日の前には残高不足とならないようご確認ください。 

・預金残高不足等で振替できなかった場合は、学校よりその旨を連絡いたします。連

絡を受けた際は、納入期限までに学校へ未納額をお届けください。 

・給食費については、振替回数の関係で５月振替時に２ヶ月分（４，５月分）集金いた

します。９月以降の給食費については、前月振替となります。 

・修学旅行費については、旅行取扱業者が決定した後、業者より集金方法を連絡しま

す。（例年、１年生の１月頃から積み立てを始めています。） 
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（３）登録された口座への振込について 

日本スポーツ振興センターの給付金や、学年費等の返金がある場合は、登録された口座への振込とさせ

ていただきますので、ご了承ください。 

 

（４）就学援助費給付制度について 

 

○義務教育に要する経済的負担を軽減するため、学用品費等の一部を援助する制度です。 

○就学援助費が給付されるのは、申請された方で、世帯の総所得が一定限度以内の方です。 

○体育の授業で柔道着（本校では武道は柔道を選択しています。）を購入された場合や、３年生の修学旅

行に対しても給付があります。 

○詳しくは学校担当者にお問い合わせ下さい。（制度についての案内や申請用紙は小学校で配布されて

います。） 

○申請書提出期限は、令和５年４月１１日（火）です。 

※期限後に提出された場合は、受付日の翌月からの認定となります。 

※「新入学学用品費」の入学前給付を申請された方も、就学援助費の申請が必要です。 

 

 

 

 

※このページの内容（学校教育諸経費）に関するお問い合わせ先は以下まで。 

 

 

 

お問い合わせ先 
栗東西中学校 事務室 

ＴＥＬ ５５３－９１０１ 

 

※栗東市小中学校事務支援センターとは… 

栗東市小中学校事務支援センターは、栗東市立小中学校における学校事務の標準化・集中化を推進

し、学校事務の整備充実を図ることを目的として、大宝東小学校に設置されています。 

事務支援センターでは、市内全小中学校の一部業務を担い、学校事務・業務の効率化と適正化を図る

ことで、学校の教育環境を整え、子どもたちが楽しく安全に学校生活が送れるように、各種業務に取り

組んでいます。学校教育経費の口座振替業務では、金融機関との窓口となり市内統一による業務を行

うことで、学校事務・業務の整備充実を推進しています。また、予算の節減と有効活用を図るために、市

内全校分の消耗品を一括で購入し、安価での物品購入に努めています。 
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７ 入学にあたってのご案内 

○第４３回 入学式 

  受付：４月１１日（火）13時～13時 15分 ※保護者同伴でご来校ください。 

     ※感染症防止対策のため、体育館に入場できる保護者は各家庭 2名以内といたします。 

     ※「入学式参列者氏名票」（別紙ピンクの紙）の記入と受付での提出にご協力ください。 

     ※受付後、保護者は体育館へ、新入生は各教室へと移動します。 

         （新入生は教室で担任の説明を聞いて、13時 55分に体育館に入場する予定です） 

 

（１）日  時： 令和５年４月１１日（火） 14:00開式 （受付：13:00～13:15 【体育館下】 ） 

    （２）会  場： 本校体育館 ※車での来校はご遠慮ください。 ※自転車は指定の場所へ置いてください。 

    （３）持ち物：  ① 入学通知書  ※受付で提出 （A4サイズの紙） 

                     ② 参列者氏名票   ※受付で提出 （A4サイズのピンクの紙）  ※本冊子、裏表紙の裏面 

                ③ 筆 記 用 具 

                ④ 上 靴 （保護者は上靴と下靴を入れる袋） 

                ⑤ か ば ん （教科書配布予定）     ※自転車を利用する人はヘルメット着用です。 

    （４）生徒の服装は、決められたものを着用してください。 

    （５）大切な式ですから、病気などで欠席する場合は事前に必ず連絡してください。 

 

    （６）当日の流れ 

 

        ①クラス発表の掲示で自分の「クラス」と「出席番号」を確認して、受付場所に移動します。 

        ②受付に「入学通知書」を提出し、受付を済ませます。 （※保護者と新入生そろって受付ください。） 

        ③新入生は、係の指示で生徒昇降口へ。上靴に履き替え、教室に入って席に着き、担任を待ちます。 

          保護者は、外階段を上がり、体育館入り口で上靴に履き替え、体育館に入ります。 

※下靴は持参された袋に入れてイスの下に置いてください。 

※会場の座席数に余裕がありませんので、前から詰めてご着席ください。 

※13時 55分には新入生が入場しますので、13時 45分までには、ご入場ください。 

        ④14時 入学式開始（第 43回入学式） 

        ⑤式の終了後、生徒は教室に戻り、学級活動（諸連絡・教科書等の配布）となります。 

          保護者は体育館に残っていただき、学年主任からの話を聞いてください。 

        ⑥生徒は学級活動が終わり次第、保護者は学年主任の話が終わり次第、下校してください。 

※一緒に帰宅される場合は、体育館下など「外」での待ち合わせをお願いします。 
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○入学までの準備について 

（１）学習ノートは、教科によって変わることがあります。入学後に教科担任の先生の指示を受けてください。 

（２）辞書（国語、英語など）は、入学後に教科担任の先生の指示を受けてから用意してください。 

（３）ぞうきんを２枚用意してください。入学式の翌日に持参してください。 

（４）名札と生徒手帳は、学校で用意し、入学後に渡します。 

○入学式までに購入していただく準備物等について 

制服（標準服）、学校指定体操服、上靴、体育館シューズ、棒タイ、ボタン、通学用ヘルメット 
 

【参考】購入物品の価格等一覧 

物品名 販売予定価格 井上洋品店 ビッグスポーツ 平 和 堂 

体 

操 

服 

長袖トレシャツ 税別４，９００円 ○ ○  

半袖トレシャツ 税別２，４００円 ○ ○  

ハーフパンツ 税別３，０００円 ○ ○  

長ズボン 税別３，９００円 ○ ○  

上靴 税別１，６００～１，７００円 ○ ○ ○ 

体育館シューズ 税別３，０００～３，１００円 ○ ○  

棒タイ 税別 ２００円 ◎ ○  

ボタン 既製品 税別 表 30裏 15 ◎ ○  

通学用ヘルメット 税別１，８００円 ○ ○  

※販売予定価格は令和４年度の販売金額です。下記の販売店で購入してください。 

   ・井上洋品店 552-0040 ・ビッグスポーツ 551-4649 ・平和堂アルプラザ栗東店 551-6300 

※上表◎印の品物については、入学式当日にも（12時 30分頃から）受付付近で販売してもらう予定です。 

※令和３年度より、ブレザーを着用する場合は「スカート」だけでなく、「スラックス」も購入いただけます。 

※冬季期間の寒さ対策の為、体操服はハーフパンツだけでなく長ズボンの購入も推奨しています。 

 

【その他】入学当初に必要な購入物（※入学後に販売を斡旋します） 

物品名 販売価格（令和３年度実績） 

アルトリコーダー 税込２，７００円 

国語辞典（希望者） 税込３，２００円 

漢和辞典（希望者） 税込３，０００円 

英和辞典（希望者） 税込１，８００円 

和英辞典（希望者） 税込１，８００円 

柔道着 税込４，３００円 

※その他、臨時に必要とする経費は、学校へ持参していただきます。 

16 


