
令和２年度園児募集要項(2年保育 4歳児) 
 

茨城大学教育学部附属幼稚園 

 

1 募集の趣旨   本園は，学校教育法及び国立大学法人法に基づき，茨城大学教育学部の附属幼稚

園として設置されています。学校教育法に定める「幼児を保育し，幼児の健やかな

成長のために適当な環境を与えて，その心身の発達を助長する」という目的のほか

に次のような性格と任務をもっています。 

(1) 教育学部と協力して，幼児教育の理論的・実証的な研究を行う。 

(2) 幼稚園教諭免許状の取得を希望する学生のために，教育実習の指導を行う。 

(3) 県下における幼児教育の研究の中心園として，保育や研究の公開を行い，教

育水準の向上に寄与する。 

(4) 原則として幼稚園，小学校，中学校にわたる連絡進学制度をとり，一貫教育

を行う。 

以上の目的を達成するのに適当な学級を編制するために，令和 2 年度 2 年保育

4歳児を下記要項により募集します。 

 

2 募集人員   20 名 

 

3 応募資格   (1) 平成 27 年 4 月 2 日から平成 28 年 4 月 1 日までに生まれた幼児 

(2) 出願時に本園所定の通園範囲(通園範囲参照)に保護者と同居する幼児(住民

登録がなされており，当該住所に恒常的に保護者と共に居住していること)  

(3) 保護者と共に徒歩又は学区内の駅・停留所より電車・バスを利用して通園が

可能な幼児 

(4) 保護者が，本園の設置目的を十分に理解し，本園の教育理念・教育方針に賛

同しており，入園後も本園の教育に協力できること 

 
4 願書受付  (1) 期日 令和元年 10月 15日(火)午後 2時から午後 5時まで 

(2) 場所 茨城大学教育学部附属幼稚園 

(3) 提出書類等 

ア 入園願書(所定の用紙を用いること) 

イ 通園略図(同上) 

ウ 住民票(世帯全員が記載されているもの 1通) 

エ 振込受付証明書(入園検定料 1,600 円) 

※以上を必ず保護者が本園受付に提出して受験票の交付を受けてください。 

(4) 受験番号は願書受付の際，抽選で決めます。 

(5) 願書受付の後，保護者との面談を行います。 

 

5 入園者選考  (1) 本人観察と願書受付時の保護者との面談により総合的に判断します。 

        (2) 期日 令和元年 10月 18日（金） 

               受付は午前 9時から午前 9時 30 分まで 

        (3) 場所 茨城大学教育学部附属幼稚園 

        (4) 合格者発表・合格証交付 令和元年 10月 23 日（水） 

ア 合格者発表 午後 2時 本園玄関前及び本園ＨＰに掲示 

イ 合格証交付 午後 2時 30分 本園プレイルーム 

 



6 留意点     (1) 入園者選考日には，保護者同伴で所定の時刻までに受付を済ませてください。 

(2) 受験票は必ず持参し，常に携帯してください。合格発表の際にも必ず持参して

ください。 

(3) 本園で用意する受験番号札を受付で受け取り，確認の上，受験者の左肩につけ

てください。 

(4) 上履をご持参ください。 

(5) 付き添いは，保護者1名のみとします。 

(6) 園内への車の乗り入れはできません。 

(7) 所定の期日・時刻に欠席した場合や遅れた場合は，受験しないものとして扱い

ます。 

(8) 電話等による合否に関する個別の問い合わせには応じません。 

(9)  応募資格に該当しないことが判明した場合は，受験資格・入園資格(入園後にあ

っては入園)を取り消すことがあります。 

 

7 通園範囲 「3 応募資格(2)」に示した「本園所定の通園範囲」は次のとおりです。 

(五十音順) 

水戸市 全域 

ひたちなか市 

(五十音順) 

（あ）青葉町 （い）石川町 市毛 （え）枝川 （お）大平１丁目～４丁目 表町（か）春

日町 勝倉 勝田泉町 勝田中央 勝田中原町 勝田本町 金上 （き）共栄町 （こ）後台

（さ）西光地１～３丁目 笹野町１丁目（た）大成町 武田 田彦 （つ）津田 津田東１

丁目～４丁目（と）堂端１丁目～２丁目（な）長堀町１丁目～３丁目 （に）西大島１丁目

～３丁目（ひ）東石川（外野小学校学区を除く） 東石川１丁目～３丁目 東大島１丁目～

４丁目 （ほ）堀口（も）元町 

 

8 入園料及び保育料 

  入園料及び保育料については，幼児教育の無償化を踏まえ見直すことも含め検討中 

であり，決定次第，大学ホームページにてお知らせします。 

 

9 その他 出願に関する説明会を，令和元年 9月 30 日(月)午後 3時から本園にて開催します。 



令和２年度園児募集要項(3年保育 3歳児) 
 

茨城大学教育学部附属幼稚園 

 

1 募集の趣旨    本園は，学校教育法及び国立大学法人法に基づき，茨城大学教育学部の附属幼稚

園として設置されています。学校教育法に定める「幼児を保育し，幼児の健やかな

成長のために適当な環境を与えて，その心身の発達を助長する」という目的のほか

に次のような性格と任務をもっています。 

(1) 教育学部と協力して，幼児教育の理論的・実証的な研究を行う。 

(2) 幼稚園教諭免許状の取得を希望する学生のために，教育実習の指導を行う。 

(3) 県下における幼児教育の研究の中心園として，保育や研究の公開を行い，教

育水準の向上に寄与する。 

(4) 原則として幼稚園，小学校，中学校にわたる連絡進学制度をとり，一貫教育

を行う。 

以上の目的を達成するのに適当な学級を編制するために，令和 2 年度 3 年保育

3歳児を下記要項により募集します。 

 

2 募集人員  30 名 

 

3 応募資格   (1) 平成 28 年 4 月 2 日から平成 29 年 4 月 1 日までに生まれた幼児 

(2) 出願時に本園所定の通園範囲(通園範囲参照)に保護者と同居する幼児(住民

登録がなされており，当該住所に恒常的に保護者と共に居住していること) 

(3) 保護者と共に徒歩又は学区内の駅・停留所より電車・バスを利用して通園が

可能な幼児 

(4) 保護者が，本園の設置目的を十分に理解し，本園の教育理念・教育方針に賛

同しており，入園後も本園の教育に協力できること 

 

4 願書受付   (1) 期日 令和元年 10月 15日(火)午前 9時から正午まで 

(2) 場所 茨城大学教育学部附属幼稚園 

(3) 提出書類等 

ア 入園願書(所定の用紙を用いること) 

イ 通園略図(同上) 

ウ 住民票(世帯全員が記載されているもの 1通) 

エ 振込受付証明書(入園検定料 1,600 円) 

※以上を必ず保護者が本園受付に提出して受験票の交付を受けてください。 

(4) 受験番号は願書受付の際，抽選で決めます。 

(5) 願書受付の後，保護者との面談を行います。 

 

5 入園者選考  (1) 本人観察と願書受付時の保護者との面談により総合的に判断します。 

        (2) 期日 令和元年 10月 17日（木） 

               受付は午前 9時から午前 9時 30 分まで 

        (3) 場所 茨城大学教育学部附属幼稚園 

        (4) 合格者発表・合格証交付 令和元年 10月 23 日（水） 

ア 合格者発表 午後 1時 本園玄関前及び本園ＨＰに掲示 

イ 合格証交付 午後 1時 30分 本園プレイルーム 



 

6 留意点     (1) 入園選考日には，保護者同伴で所定の時刻までに受付を済ませてください。 

(2) 受験票は必ず持参し，常に携帯してください。合格発表の際にも必ず持参して

ください。 

(3) 本園で用意する受験番号札を受付で受け取り，確認の上，受験者の左肩につけ

てください。 

(4) 上履をご持参ください。 

(5) 付き添いは，保護者1名のみとします。 

(6) 園内への車の乗り入れはできません。 

(7) 所定の期日・時刻に欠席した場合や遅れた場合は，受験しないものとして扱い

ます。 

(8) 電話等による合否に関する個別の問い合わせには応じません。 

(9) 応募資格に該当しないことが判明した場合は，受験資格・入園資格(入園後に

あっては入園)を取り消すことがあります。 

 

7 通園範囲  「3 応募資格(2)」に示した「本園所定の通園範囲」は次のとおりです。 

(五十音順) 

水戸市 全域 

ひたちなか市 

(五十音順) 

（あ）青葉町 （い）石川町 市毛 （え）枝川 （お）大平１丁目～４丁目 表町（か）春

日町 勝倉 勝田泉町 勝田中央 勝田中原町 勝田本町 金上 （き）共栄町 （こ）後台

（さ）西光地１～３丁目 笹野町１丁目（た）大成町 武田 田彦 （つ）津田 津田東１

丁目～４丁目（と）堂端１丁目～２丁目（な）長堀町１丁目～３丁目 （に）西大島１丁目

～３丁目（ひ）東石川（外野小学校学区を除く） 東石川１丁目～３丁目 東大島１丁目～

４丁目 （ほ）堀口（も）元町 

 

8 入園料及び保育料 

  入園料及び保育料については，幼児教育の無償化を踏まえ見直すことも含め検討中 

であり，決定次第，大学ホームページにてお知らせします。 

 

9 その他 出願に関する説明会を，令和元年 9月 30 日(月)午後 3時から本園にて開催します。 

 

 


