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2021年度 

カリタス幼稚園 入園募集・考査要項 

 

 

 

【 対象児 】 

3年保育(平成 29(2017)年 4月 2日生 ～ 平成 30(2018)年 4月 1日生) 

2年保育(平成 28(2016)年 4月 2日生 ～ 平成 29(2017)年 4月 1日生) 

 

【面接日・考査日】 

2020年 11月 1日(日) 

 

【募集人数】 

3年保育……６０名 (男女) 

2年保育……若干名 (男女) 

  

【出願書類】 

① 入園志願書・受験票       ② 面接資料書  

 

 

 

1） 募集・考査要項配布期間（カリタス幼稚園ホームページからダウンロード） 

2020年 10月 15日（木） ～ 2020年 10月 25日（日） 

      

2） インターネット入力受付 

       2020年 10月 15日(木)13：00 ～ 2020年 10月 25日(日)  

 本園ホームページから出願サイト「ｍｉｒａｉｃｏｍｐａｓｓ」にアクセスし、必要事項を入力してください。 

      出願書類（志願書・受験票、面接資料書）は郵送せず 11月 1日（日）にご持参ください。 

 

3） 検定料 

20,000円 

       検定料はインターネット入力受付期間内に出願サイト「ｍｉｒａｉｃｏｍｐａｓｓ」より納入してください。   
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4） 出願書類 

      a. 志願書・受験票 

「ｍｉｒａｉｃｏｍｐａｓｓ」のマイページからダウンロードし、 印刷してください。直接記入する箇所、押印する

箇所がありますので、忘れずにご記入・押印してください。 

ダウンロード期間 10月 29日（木）13：00 ～ 10月 31日（土） 

写真データをアップロードした方は写真欄に印刷されます。アップロードされない方は、志願者本人の

顔写真を貼付してください。  写真：志願者顔写真 （縦 4を cm × 横 3ｃｍ） 2枚 

b. 面接資料書 

本園のホームページからダウンロードし、 必要事項をご記入及び写真を貼付してください。（説明会の

日にお渡しした面接資料書の用紙をお使いいただいても結構です）     

ダウンロード期間 10月 15日（木） ～ 10月 31日（土） 

ダウンロード URL  

https://caritas.or.jp/kd/info/wp-content/uploads/2020/08/面接資料書.pdf 

写真：面接を受ける保護者と志願者の写真 （縦 7cm × 横 11ｃｍ） 1枚 

●出願書類の提出日 

2020年 11月 1日（日）    出願書類（志願書・受験票、面接資料書）をご持参ください。 

 

5） 面接・入園考査 

●日程: 2020年 11月 1日(日) 

時間は、「ｍｉｒａｉｃｏｍｐａｓｓ」に「ログインＩＤ」として登録されたメールアドレスへ、 

10月 29日（木）までにメールにてご連絡します。 

●集合: 指定された時間の 15分前までに受付をお済ませください。 

●面接: 志願者と、 ご両親一緒の面接を行います。  

(どうしてもご都合がつかない場合は、事前にご相談ください) 

●考査: 3年保育…志願者だけのグループによる自由遊び 

2年保育…志願者だけのグループによる自由遊びと簡単な個別質問 

●持ち物: 入園志願書・受験票、 面接資料書、 上履き、 靴袋 

 

6） 合格発表 

2020年 11月 1日（日） 18：00（予定） ～ 11月 2日（月） ２４：00 

受験票記載の合否照会サイトへアクセスしてください。出願情報入力時にご自身で設定したパスワードを

使用します。お電話での問い合わせには応じられません。 

合格された方は、 翌日の制服採寸に必要な書類を本園のホームページよりダウンロードし 、必要事項を

ご記入のうえご持参ください。  

 

７） 入園金等の納入 

    2020年 11月 1日（日）18：00 ～ 11月 2日（月）入園手続き来園時まで 

    入園金等 ￥374,000-を入園金決済サイト（合否照会サイトからアクセスできます）で納入してください。 

        （入園金 ￥200,000- 施設拡充費 ￥150,000- 新入園児物品代 ￥24,000） 

＊支払いの際には手数料がかかります。 入園金決済サイトでご確認ください。 
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  ＊指定期日までに納入がなかった場合は棄権とみなします。 

  ＊入園金決済システムを利用せず、 本園指定の銀行振込用紙＊、 各金融機関（ATM可）の振込用紙で 

納入していただくことも可能です。 （＊振込用紙がご入用な方は考査当日お渡しします） 

       

 

 

 

８） 入園手続き 

  ① 入園許可書交付と入園手続き書類のお渡し 

2020年 11月２日（月） 11：00（予定） 

    続けて制服等の採寸を行います。 指定された時間にお子様と一緒にご来園ください。 

      持ち物  

・受験票 

・入園金等の納入がわかる書類 

 （入園金決済サイトの場合は支払い内容確認書、銀行振込の場合は振込通知書など） 

・制服採寸に必要な書類 （制服申込書、 指定靴申込書、 指定スクールソックス申込書）    

・上履き （保護者、 合格者とも来園者全員分） 

     

② 入園手続き書類提出 

2020年 11月 13日（金）（必着） 

入園手続き書類 a ～ ｄ を簡易書留でご提出ください。 

ａ 「預金口座振替依頼書」   ｂ 「寄付金申込書」   

ｃ 「通園バス利用申込書」（ご利用の方のみ）  

ｄ その他（授業料無償化に関する書類などがある方）・・お住いの自治体によって違います。 

 

９） 制服等の採寸 

   2020年 11月 2日（月） 入園手続き後  

「制服申込書（控）」、「指定靴申込書」、 「指定スクールソックス申込書」を本園のホームページからダウ

ンロードし、 ご記入、 ご持参ください。 

幼稚園指定物品は以下の通りです。 指定物品がご自宅にある場合はお使いいただけます。 その場合も

申込書の所定欄にご記入のうえ、 必ずご提出ください。 

  ☆制帽、 制服、 体操服、 カバン、 オーバーショーツなど（株式会社 松屋） 

    （オーバーショーツは紺色の無地であればお手元にあるものをお使いいただけます） 

  ☆上履き、 通園用スニーカー （石垣靴店） 

  ☆スクールソックス（株式会社一幸堂） 

 

10） 寄付金 

    入園後、 任意で一口 2万円（2年保育 2口以上・3年保育 3口以上）のご寄付のご協力を 

お願いしております。 

三菱 UFJ銀行     登戸支店    普通 

口座番号  0903293      口座名義  カリタス幼稚園（カリタスヨウチエン） 

 



4 

 

11） 入園後納入する学費等 

   授業料等 

授業料   30,000円/月額    維持費   6,800円/月額    学習費   2,000円/月額 

   その他の納付金 

     新学期用品代（年額）   年少 12,000円   年中 13,000円   年長 15,000円 

卒園積立 8,000円/2年間   宿泊保育積立 12,000円/年中 15,000円/年長 

スクールバス代  

登戸バス停 2,500円/月額   登戸以外のバス停 4,000円/月額    

維持費 10,000円/年額   

    後援会   入会金 1,000円/年額   会費 2,500円/月額 

＊ 納付金等は諸般の事情により変更することがあります。 

＊ 幼児教育無償化制度により、月額 25,700 円が無償となります。無償化給付を受けるためにはお住いの自

治体への申請が必要ですが、自治体により取り扱いが異なるため、別途ご案内します。 

 

12） その他 

  ●入園手続き後、辞退届（所定用紙）を3月31日までに提出した場合、 “施設拡充費”と“新入園児物品代”

を返金いたします。 

  ●公共交通機関の遅れや悪天候等で、 入園考査や面接、入園手続きに影響が出ると予測される場合は、 対

応策をカリタス幼稚園ホームページ「緊急のお知らせ」に掲載いたします。 ご確認ください。 

●ご来園の際は、 来園者全員の上履き、 靴袋を必ずお持ちください。 

●学園内に駐車場はありません。 公共交通機関をご利用ください。 

  ●個人情報の取り扱いについて 

出願に際して提出していただいた個人情報は、 出願処理、選考手続き、 入園手続き等の入園選考実施に

必要な業務を行うために利用します。 その他の目的に利用することはありません。 

 

13） お問い合わせ 

  ● 入試・出願書類等に関するお問い合わせ  

     カリタス幼稚園   電話 044-922-2526   平日 9：00～16：00   

（土日及び 10月 16日（創立記念日）を除く） 

  ●出願サイトの操作、お支払い等に関するお問い合わせ 

miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研 DCS株式会社） 

お問い合わせ電話番号は、出願サイトの右下「お問合せ先」をご覧ください。 （24時間受付） 

※miraicompassサポートセンターでは、入試内容・選考に関するご質問にはお答えできません。 

※平日 9：00～17：00 以外の受付につきましては、質問内容によりご回答が翌営業日になることがあります。 

 


