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令和２年度岐阜大学教育学部附属小中学校募集要項 

(令和２年度 新７年生転入学者 特別支援学級用） 
 

令和２年度より附属小・中学校を小中一貫の９年制の義務教育学校 
「岐阜大学教育学部附属小中学校」として開校します。大学と附属学校との連携を強め、 
カリキュラム作りや学校運営面を充実し、人間教育の充実を図ります。 
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１ 令和元年度生徒 募集関係日程 

養護学級見学・説明会 

※終了しました。 令和元年８月３０日（金）または 令和元年９月２日（月） 

教育相談 令和元年9月１７日（火）〜 令和元年１０月４日（金） 

集団行動検査 令和元年１０月１１日（金） 

説明会・作業学習体験 令和元年１０月１７日（木）または 令和元年１０月１８日（金） 

出願期間 令和元年１０月２１日（月）〜 令和元年１１月８日（金）必着 

抽選 令和元年１１月２２日（金） 

入学説明会 
令和２年１月６日（月） 

※特別支援学級は，保護者のみ参加 

入学手続 令和２年１月７日（火）〜 令和２年１月３１日（金） 

 

２ 募集対象者 
（１） 令和２年３月３１日に小学校を卒業予定の児童のみなさん。 

（平成１９年４月２日から平成２０年４月１日までに生まれた方） 

（２） 附属小中学校の教育を理解し，本校入学を第一希望とする保護者と児童のみなさん。 

（３） 現在および４月以降も募集区域に保護者と居住し，本校の特別支援学級での学習活動に

支障のない児童のみなさん。 

 

３ 募集人員 

 学年 募集人員（９月３０日現在） 

附属小中学校 第７学年 ２名 

 

４ 募集区域 
別表「令和２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。 
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※徒歩及び公共交通機関を利用した自力通学とします。通学における自転車の利用は一切でき

ません。（入学後，自転車や自動車を使っての全部または，一部を通学していることが判明し

た時には，本校の生徒としての資格を失うこともあります。） 

 

５ 説明会・作業学習体験 
（１） 入学を希望される場合は，「養護学級見学・説明会」「教育相談」「集団行動検査」を受け，

「説明会・作業学習体験」に参加された保護者の方にのみ出願書類をお渡しします。 

（２） 学校の教育方針及び募集要項についての説明会を行います。また，本校の生徒の学びの

様子や施設についてもご覧いただきます。１０月１７日（木）と，１０月１８日（金）に

行いますので，いずれか一方の説明会に参加願います。 

（３） 受付で「受付票（別紙）」をご提出願いします。出願書類の引換券と交換いたします。 

【１０月１７日（木）】 自家用車での来校はできません。 

 受付    ８：４５〜８：５５ 

※受付時間終了後は入場できませんので，早めにご来校いただき，時間内に受

付願います。 

 説明会   ８：５５〜１１：３０ 

 受付場所  附属小中学校 正面玄関 

 説明会城  付属中学校 養護学級教室 

【１０月１８日（金）】 自家用車での来校はできません。 

 受付    ８：４５〜８：５５ 

※受付時間終了後は入場できませんので，早めにご来校いただき，時間内に受

付願います。 

 説明会   ８：５５〜１１：３０ 

 受付場所  附属小中学校 正面玄関 

 説明会城  附属中学校 養護学級教室 
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６ 出願手続 
（１） 出願期間 令和元年１０月２１日（月）〜 令和元年１１月８日（金）当日消印有効。 

   出願は郵送に限ります。必ず「簡易書留」にて郵送願います。 

（出願期間を過ぎて到着した出願書類は受け取りませんが，期限後に到着

した出願書類のうち，令和元年１１月８日までの消印のある「簡易書留」

に限り受理します。） 

（２） 出願書類等 

（出願書類等は，１０月１７日および１０月１８日の説明会場にて参加者のみに配布。） 

入学願書 入学願書は，説明会で配布する所定の用紙に必要事項を記入の上，保護者

の署名・押印願います。誤って記入した場合は修正液は使わず，訂正する

箇所に二重線を引き，訂正印を押して近くに正しく記入願います。 

住民票 家族全員の住民票の添付を願います。 

 （続柄…記載要，本籍地…記載不要） 

出願検定料 ①所定の「岐阜大学検定料振込依頼書」に必要事項を記入の上，金融機関

窓口にて志願者の名前で検定料を振り込み願います。振込手数料はご負担

願います。 

 ②振り込んだ際に，収納印を押した「納入書」と「受取書」を受け取り，

「納入書」は振込証明のための出願書類として提出願います。「受取書」は

「受験番号票」が届くまで保管願います。 

 現金による受け取りはいたしません。 

在学証明書 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るとともに，

学校長に署名・押印してもらった在学証明書を提出願います。 

受付番号票 志願者の氏名を記入願います。 

返信用封筒 封筒に志願者の郵便番号・住所・氏名を記入し，６９４円分の切手を貼付

願います。（願書受付後に，受付番号票を「速達・簡易書留」で返送します。） 

（３） 出願方法 

入学願書・住民票・納入書・在学証明書・受付番号票・返信用封筒を同封の上，角２封

筒にて，以下宛に必ず「簡易書留」にて郵送願います。 

〒５００−８４８２ 岐阜市加納大手町７４ 岐阜大学教育学部附属学校事務室 

 

７ 入学対象者選考 
（１） 入学対象者が募集定員を上回った場合は，抽選によって入学対象者を選考します。ただ

し，次の項目に該当する場合は入学対象者から除きます。 

① 入学願書の記載に虚偽があった人（入学後に判明した場合もその時点で本校の生徒と

しての資格を失います） 

② 通学に関する条件を満たさない人 

③ 諸検査を実施し，本校の特別支援学級での学習活動に支障があると判断された人 

（２） 抽選は公開で行います。保護者の方は必ず出席願います。受付終了時刻までに来校され
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ない場合は，「棄権」とみなします。 

u 抽選の日時  令和元年１１月２２日（金） 

受付 １３：３５〜１３：５５ 

抽選 １４：００〜 

※ 受付終了時刻後は入場できませんので，早めにご来校いただき，時間内に受付願

います。なお，自家用車での来校はできません。 

u 受付・抽選の場所 附属学校 大会議室 

（３） 保護者の方への入学説明会を次のように行います。 

u 入学説明会の日時 令和２年１月６日（月） 

受付  ８：４５〜９：００ 

入学説明会 ９：０５〜１１：１０ 

u 受付の場所  附属中学校 生徒玄関内 

u 入学説明会の場所 附属中学校 新館２階 多目的ホール 

※ 保護者の方は必ず出席願います。受付終了時刻までに来校されない場合は，「棄権」とみ

なします。なお，自家用車での来校はできません。 

（４） 入学対象者には，入学許可証を後日郵送にて配送いたします。 

 

８ その他 
（１） 入学後に募集区域外に住居を変更された場合は，本校の生徒としての資格を失います。 

（２） 学校説明会・見学会・抽選日及び諸検査の受付については，公平を期すために，急病等

の場合も含め，受付時刻を過ぎてからは一切の対応をいたしません。くれぐれもご注意

願います。 

（３） 駐車場はありませんので，学校説明会・見学会・抽選日及び諸検査日の自家用車による

来校はお断りいたします。なお，正門付近での自家用車・タクシーでの乗降はご遠慮願

います。 

（４） 来校される場合には，スリッパをご持参願います。 

（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いたしません。 

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戻請求書を作成し，「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学校事務室（〒

500-8482 岐阜市加納大手町 74）まで郵送願います（封筒には「検定料返戻請求書 

在中」と朱書き願います）。 

なお，返戻請求は令和２年１１月１１日（月）から１５日（金）までに願います。 

a 返還請求の理由（上記ア〜ウのいずれか） 
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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 

（６） 個人情報の取り扱いについて 

 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・保管します。募集業務終了後には，この個人情報を次のア〜ウ

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ものです。 

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 

 

 

 

・本校の募集やこの募集要項は，岐阜大学教育学部附属中学校ホームページでご覧いただけます。 

（附属中学校 https://www.fuzoku.gifu-u.ac.jp/chu/index.html） 

・募集要項に関するお問い合わせは下記の番号へお願いします。 

附属中学校 ０５８−２７１−３５０７      附属学校事務室 ０５８−２７１−３０９１ 
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（別表）  

令和２年度岐阜大学教育学部附属小中学校 校区一覧表 

 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  

 

 


