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令和５年度募集要項（令和５年度通常学級への入学・転入学者用） 
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１ 令和５年度募集関係日程 

 日程 

学校説明会（オンデマンド） 
令和４年１１月２日（水）９：００ 

～１１月１０日（木）１７：００ 

出願期間 令和４年１１月１４日（月）～１１月２１日（月） 

諸検査及び面接（転入学） 令和４年１２月２３日（金）午前 

諸検査及び面接（新入学） 
令和４年１２月２３日（金）午後 

または、令和４年１２月２４日（土）午前 ※「８（１）」参照 

追加諸検査（新入学・転入学） 令和５年１月５日（木）午前 
※諸検査時に発熱や風邪症状等で受検することができなかった場合のみ 

抽選（オンライン） 令和５年１月６日（金） 

入学の手続きに係る説明会

（オンデマンド） 
令和５年１月６日（金）～1月１８日（水） 

入学手続 令和５年１月１０日（火）～１月２０日（金） 

（補欠人員募集締切） 令和５年２月１日（水） 

入学者説明会 令和５年２月９日（木） 

２ 募集対象者等 

 ・新入学者は平成２８年４月２日から平成２９年４月１日までに生まれた者 

 ・出願時及び在学中において、「４ 募集区域」に示す範囲に保護者と居住する者 

 ・本校の教育を理解し、本校を第一希望とする者 

 ・本校の通常学級での学習活動や集団活動に支障のない者 

・学校説明会に参加し、保護者が本校指導方針及び運営について理解し、協力できる者 

・志願者の健康面への配慮（アレルギーを含む）について、諸検査及び面接時において、 

保護者から申告があり、且つ本校での対応が可能であると確認できた者 

３ 募集人員 ※人数は欠員等により変更があります。 

学年 ※令和 5年度 募集人員（人）※令和4年９月３０日現在 補欠人員（人） 

第 1学年 ９６（男子４８、女子４８） ２０（男子１０、女子１０） 

第２学年 ０ ４（男子２、女子２） 

第３学年   ０ ４（男子２、女子２） 

第４学年   １（女子１） ４（男子２、女子２） 

第５学年 ０ ４（男子２、女子２） 

第６学年   １（男子または女子１） ４（男子２、女子２） 

第７学年 ０ ８（男子４、女子４） 

第８学年   ４（男子または女子１、女子３） ４（男子２、女子２） 

≪募集人員≫ 

 ・第９学年の募集はありません。 

・上記の他、令和５年１月５日（木）までに欠員が生じた場合は、その人員を加えて募
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集します。 

・令和５年１月５日（木）までに附属間交流等によって他の附属学校から転入があった

場合は、募集人員減となります。 

≪補欠人員≫ 

 ・入学抽選日から令和５年２月１日（水）までに欠員が生じた場合のために、現在欠員

のない学年も、上記のように補欠人員を募集します。 

 ・令和５年２月１日（水）１６：００以降に欠員が生じた場合は補充しません。 

 ・補欠人員の状況につきましては、本校ホームページ上でお知らせします。 

※ホームページのアドレスは８ページに掲載しています。 

 

４ 募集区域 

・別表「令和５年度岐阜大学教育学部附属小中学校校区一覧表」に示す範囲とします。 

※徒歩または公共交通機関を利用して自宅から附属小中学校まで移動する「自力通学」

が原則です。（保護者による自宅最寄り駅、バス停までの送迎は可とする。） 

 

５ 学校説明会（オンデマンド） 

（１）公開期日 令和４年１１月２日（水）９：００～１１月１０日（木）１７：００ 

（２）内容 

   ・学校の特色、教育方針及び募集について 

（３）その他 

・学校説明会の視聴の申込みは、本校ホームページにて案内します専用のフォー

ムから行ってください。申込みをされた方へ視聴に必要な情報をお送りします。 

・新入学及び転入学を希望する者（志願者）の保護者は必ず視聴し、入学願書の 

 申込みに必要な情報を取得してください。 

 

６ 出願手続 

（１）出願期間 令和４年１１月１４日（月）～１１月２１日（月）当日消印有効 

（２）出願書類等 

  ① 入学願書：本校より配付する所定の用紙（専用フォームから申込み後、本校にて配付） 

   ・必要事項を記入し、保護者の署名と押印をしてください。 

   ※誤って記入した場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で訂正印を押し、その近く

に記入し直してください。修正液を使わないように気を付けてください。 

  ② 住民票：家族全員のもの（発行から３か月以内のもの） 

   ・続柄が記載されているもの（本籍、個人番号は記載不要） 

   ・保護者すべての居住地が分かるよう、諸事情により同居していない保護者の住

民票も提出してください。 

  ③ 納入書（出願検定料） 

   ・岐阜大学検定料振込依頼書（本校より配付）に必要事項を記入の上、金融機関窓
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口で志願者の名前で振り込んでください。 

   ・振込手数料はご負担願います。（現金による受け取りはいたしません） 

    ※振込みの際に受け取った「納入書」は、振込証明のための出願書類として提出

し、「受取書」は「受付番号票」が届くまで保管してください。 

  ④ 受付番号票 

   ・志願者の氏名を記入してください。 

  ⑤ 返信用封筒：本校より配付する長形３号サイズのもの 

   ・志願者の郵便番号・住所・氏名・学年を記載し、６６４円分の切手を貼ってくだ

さい。願書受付後に受付番号票を「速達・簡易書留」で返送します。 

 ⑥ 在学証明書：転入学を希望される方のみ提出してください。 

・附属小中学校へ出願することを、現在通学している学校へ伝え、在学証明書（学

校長の署名と押印が必要）の発行を依頼してください。 

（３）出願方法 

・上記の①〜⑥（⑥は転入学を希望される方のみ）を角形２号サイズの封筒（本

校より配付）に同封し、必ず簡易書留にて「〒500-8482 岐阜市加納大手町７４ 

岐阜大学教育学部附属小中学校事務室」宛に郵送してください。 

 

７ 入学対象者選考 

（１）入学対象者 

  ・志願者のうち、次の項目に該当する者を入学対象者とします。 

   ① 本校の通常学級での学習活動に参加できる者 

   ② 本校の通常学級での集団活動に参加できる者 

   ③ 転入学対象者については、本校の各学年相当の能力を身に付けている者 

   ④ その保護者が本校の指導方針及び運営について理解し、協力できる者 

（２）入学対象者から除外する場合 

  ・次の項目に該当する場合は、入学対象者から除外します。 

①  入学願書等の記載に虚偽があった場合 

    ※入学後に判明した場合は、その時点で本校児童生徒としての資格を失います。 

   ② 「２ 募集対象者等」及び「４ 募集区域」の条件を満たさない場合 

③ 諸検査により本校の通常学級での学習活動や集団活動に支障があると判断し

た場合 

④ 面接により、その保護者が本校の指導方針及び運営について理解し、協力でき 

 る者では無いと判断した場合 

⑤ 諸検査、面接時に志願者の健康面への配慮（アレルギーを含む）について保護 

者から申告がなかった場合 

（３）選考方法 

① 志願者に対する諸検査及びその保護者に対する面接（第１次選考） 

② 抽選（第２次選考）（オンライン） 
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８ 志願者に対する諸検査及びその保護者に対する面接（第１次選考） 

（１）日時・場所 

  ① 転入学（新２〜８年生） 

   期日 令和４年１２月２３日（金） 

   受付 ８：３０～ ８：５５ 附属小中学校北体育館 

   検査 ９：００～１２：００ 附属小中学校教室等 

   ※志願者に対する検査と並行して、その保護者に対する面接を実施します。 

  ② 新入学（受付番号が奇数の場合） 

   期日 令和４年１２月２３日（金） 

   受付 １３：００～１３：２５ 附属小中学校北体育館 

   検査 １３：３０～１６：３０ 附属小中学校教室等 

   ※志願者に対する検査と並行して、その保護者に対する面接を実施します。 

  ③ 新入学（受付番号が偶数の場合） 

   期日 令和４年１２月２４日（土） 

   受付 ８：３０～ ８：５５ 附属小中学校北体育館 

   検査 ９：００〜１２：００ 附属小中学校教室等 

   ※志願者に対する検査と並行して、その保護者に対する面接を実施します。 

（２）内容 

① 志願者に対する諸検査 

    ・筆記による検査 

    ・集団活動に関する検査 

  ② その保護者に対する面接 

    ・本校の指導方針及び運営についての理解と協力に関すること 

    ・募集要項に示す規定に関すること 

    ・志願者の健康（食物アレルギーを含む）に関すること 

（３）持ち物 

・保護者用上履き（スリッパ） 

  ・児童用上靴（動きやすいもの） 

  ・受付番号票 

  ・健康観察記録票（検査当日の体温、健康状態を記入） 

・諸検査の結果を郵送するための返信用封筒（長形３号） 

   ※封筒には、郵便番号、住所、保護者氏名、お子さんの新学

年・性別・受付番号を記入し、８４円切手を貼ってくださ

い。（右図参照） 

（４）その他 

  ・検査当日、自宅等で体温を測り、発熱や風邪症状等のある場合は受検をお控えくだ 

さい。発熱や風邪症状等によって第１次選考を欠席した場合においてのみ、令和５

年１月５日（木）午前に検査を実施します。 

84 郵便番号 

保  住 

   護 

者  所 

氏 

   名 
 

   様 

新学年 性別 

受付番号 

「様」を書き入れてください。 

下部に、お子さんの新学年と性別、

受付番号を明記してください。 
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・第 1次選考にて入学対象者から除外とされなかった方には、「９ 抽選」を視聴す

るための情報をお知らせします。 

 

９ 抽選（第２次選考）（オンライン） 

（１）期日 令和５年１月６日（金）９：００〜１４：３０ 

（２）その他 

・入学対象者が募集人員を上回った場合には、オンライン上での抽選によって入学

候補者を選考します。 

  ・抽選結果は、学校ホームページ上でもご案内します。 

 

１０ 入学の手続きに係る説明会（オンデマンド）※新入学者、転入学者とも同じ 

（１）期日 令和５年１月６日（金）１７：００～1月１８日（水）１７：００ 

（２）内容 

   ① 入学手続きについて 

   ② 附属小中学校後援会への入会について 

   ③ その他 

 

１１ 入学者説明会 

（１） 期日 令和５年２月９日（木） 

（２） 参加者 入学候補者の保護者のうち、入学確約書を提出した者 

（３） 内容 

①入学許可証の配付 

②附属小中学校の生活・学習等の説明 

 ・学校生活に関わること 

 ・通学に関すること 

 ・学習（学習用具）に関すること 

 ・健康に関わること 

 ・４月当初の予定に関わること 

 

１２ その他 

（１）入学後に募集区域外に住居を変更された場合（募集区域内に生活の実態がないこ

とが判明した場合を含む）、または、本校の指導方針及び運営に協力できない場合

は、本校児童生徒としての資格を失います。（なお、学校説明会において運営にか

かるご協力として、ご家庭で Wi-Fi 環境を整備していただくことや、学習費や在学

中の寄付金等の変動等についてお伝えします。） 

（２）学校説明会、諸検査及びその保護者に対する面接、抽選について、公平を期すため

に、本要項に記載された日時以外には実施しません。また、時刻を過ぎての受付（入

場）は一切できませんので、くれぐれもご注意ください。 



令和５年度岐阜大学教育学部附属小中学校 
 （令和５年度入学・転入学 通常学級用） 

- 7 - 

（３）志願者に対する諸検査及びその保護者に対する面接、入学者説明会について、駐車

場はありませんので自家用車による来校はお断りします。なお、正門付近での自家

用車やタクシーでの乗降もご遠慮ください。 

（４）新型コロナウイルスやインフルエンザの流行等による不測の事態が起きた場合は、

募集に関わる日程等を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 

（５）検定料返還に関しての留意事項 

  ① 次の場合を除き、一旦領収した検定料は原則として返還しません。 

   ア 出願書類が受理されなかった場合 

イ 検定料を誤って二重に振り込んだ場合 

ウ 検定料を振り込んだが、出願書類を提出しなかった場合 

  ② 返還請求の方法 

    次の a～f を明記した検定料返還請求書を作成し、「岐阜大学検定料振込金（兼

手数料）受取書」及び「納入書」を添付して、岐阜大学教育学部附属小中学校事

務室（〒500-8482 岐阜市加納大手町 74）まで郵送してください。 

    ※封筒には「検定料返還請求書在中」と朱書きしてください。 

   ａ 返還請求の理由（上記ア～ウのいずれか） 

   ｂ 志願者名 

   ｃ 保護者氏名、押印 

   ｄ 現住所 

   ｅ 連絡先電話番号 

   ｆ 検定料を受け取る銀行名、支店名、預貯金種別、口座番号、口座名義（フ

リガナ）、志願者との間柄 

③ 返還請求の期間 

令和４年１１月２８日（月）～１２月１日（木） 当日消印有効 

（６）個人情報の取扱いについて 

   提出された願書等及び記載された氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等の個人

情報は責任をもって管理します。募集業務終了後には、この個人情報を次のいずれ

かの場合を除いて利用することはなく、また、第三者に開示することもありません。

なお、第三者とは、募集業務担当者、個人情報に接する必要がある者以外の者です。 

ア 入学対象者について、入学手続きに必要なデータを使用する場合 

イ 本人の同意が得られた場合 

ウ 法令等により開示が求められた場合 
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・本校の紹介や募集要項は、本校ホームページでご覧いただけます。 

ホームページアドレス https://www.fuzoku.gifu-u.ac.jp 

・募集要項に関する問合せは、下記の担当までお願いします。 

附属小中学校（教頭 野口） ０５８－２７１－３５４５ 

０５８－２７１－３５０７ 

附属小中学校事務室     ０５８－２７１－３０９１ 
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（別表） 

令和５年度岐阜大学教育学部附属小中学校校区一覧表 

郡市 学校名 

岐阜市 

岐阜小 明郷小 徹明さくら小 白山小 

梅林小 華陽小 本荘小 日野小 

長良小 島小 三里小 鷺山小 

加納小 加納西小 則武小 長森南小 

長森北小 常磐小 木田小 岩野田小 

黒野小 方県小 茜部小 鶉小 

七郷小 西郷小 市橋小 岩小 

鏡島小 厚見小 長良西小 早田小 

且格小 芥見小 合渡小 城西小 

藍川小 長良東小 長森西小 芥見東小 

岩野田北小 長森東小 柳津小  

羽島市 
足近小 正木小 小熊小 竹鼻小 

中央小 福寿小   

各務原市 

那加第一小 那加第二小 那加第三小 尾崎小 

稲羽西小 鵜沼第一小 鵜沼第二小 鵜沼第三小 

蘇原第一小 蘇原第二小 中央小 川島小 

稲羽東小 八木山小 緑苑小  

山県市 高富小    

瑞穂市 穂積小 本田小 牛牧小 生津小 

本巣市 真桑小    

羽島郡 
岐南・東小 岐南・西小 岐南・北小 松枝小 

笠松小 下羽栗小   

本巣郡 北方小 北方西小 北方南小  

 


