


普通科 総合進学コース（特別進学クラス４０名／総合進学クラス１２０名）
普通科 フードクリエイトコース（３０名） アグリクリエイト科 機農コース（４０名）

普通科 トップアスリート健康コース（４０名）

普通科 獣医・理数コース（３０名）

酪農学園大学附属

とわの森三愛高等学校

推薦入試 単願入試 一般入試

願書受付日 １２月１０日（月）～１月１５日（火）１２月１０日（月）～１月１５日（火）１月１５日（火）～２月４日（月）

試験日 １月１９日（土） １月１９日（土） ２月１９日（火）・２０日（水）

試験会場 本校・釧路・旭川・帯広・函館・東京 本校 本校

試験内容 作文、面接 学力試験（国・数・英）、面接 学力試験（国・数・社・理・英）、面接

合格発表日 １月２４日（木） １月２４日（木） ２月２８日（木）

入学手続 １月２４日（木）～１月３１日（木）１月２４日（木）～１月３１日（木）２月２８日（木）～３月２０日（水）

推薦入試 単願入試

願書受付日 １２月１０日（月）～１月１５日（火）１２月１０日（月）～１月１５日（火）

試験日 １月１９日（土） １月１９日（土）

試験会場 本校・釧路・旭川・帯広・函館・東京 本校

試験内容 作文、面接 学力試験（国・数・英）、面接

合格発表日 １月２４日（木） １月２４日（木）

入学手続 １月２４日（木）～１月３１日（木）１月２４日（木）～１月３１日（木）

獣医・理数専願入試
一般入試

（第１希望型） （併願型）

願書受付日 １２月１０日（月）～１月１５日（火）１月１５日（火）～２月４日（月）１月１５日（火）～２月４日（月）

試験日 １月１９日（土） ２月１９日（火） ２月１９日（火）

試験会場 本校・東京 本校・東京 本校・東京

試験内容 学力試験（国・数・英）、面接 学力試験（国・数・社・理・英）、面接 学力試験（国・数・社・理・英）、面接

合格発表日 １月２４日（木） ２月２８日（木） ２月２８日（木）

入学手続 １月２４日（木）～１月３１日（木）２月２８日（木）～３月７日（木）２月２８日（木）～３月２０日（水）

２０１９（平成３１）年度 生徒募集要項

≪ 試 験 日 程 ≫

※トップアスリート健康コース
は、一般入試を行いません。



≪普 通 科≫ 総合進学コース（特別進学クラス／総合進学クラス）
フードクリエイトコース
トップアスリート健康コース

≪アグリクリエイト科≫ 機農コース

出願資格

２０１９（平成３１）年３月中学校卒業見込の者で、本校を第１希望とし、在学中学校長の推薦を得た者

成績基準は、各コースによって異なります。お問い合わせ下さい。
なお、トップアスリート健康コースへの出願には、本校指定クラブの顧問による事前確認が必要と
なります。詳細はお問い合わせ下さい。
※ 指定クラブ
男子サッカー、男子バレーボール、男子ソフトテニス、女子ソフトボール、女子ソフトテニス、
女子バドミントン

願書受付 �持参の場合は、土・日・祝日を除く９：００～１６：００�２０１８年１２月１０日（月）～２０１９年１月１５日（火）�郵送の場合は必着 �

出願書類

①入学願書
②個人調査書（北海道の公立高校と同じ様式。本校HPより、フォームをダウンロードできます。）
③推薦書（所定の用紙）
④あて名票
※ 中学３年間の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を添付して下さい。
（中学校記載、Ａ４用紙・書式自由）

選抜方法 出願書類、作文、面接による総合審査

受験料 北海道の公立高校受験料と同額（郵便局より払込み、払込受領書またはご利用明細票を願書に添付）

試験日時

１月１９日（土）
※ ８：４０～９：００の間に、試験室に入室して下さい。

９：００～９：１５ 説明
９：２０～１０：２０ 作文（８００字、６０分）
１０：３５～ 面接

試験会場

本校・・・とわの森三愛高等学校 江別市文京台緑町５６９番地 ＴＥＬ ０１１（３８６）３１１１
釧路・・・釧路プリンスホテル 釧路市幸町７丁目１ ＴＥＬ ０１５４（３１）１１１１
旭川・・・ホテルクレッセント旭川 旭川市５条８丁目緑橋通り ＴＥＬ ０１６６（２７）１１１１
帯広・・・ホテルグランテラス帯広 帯広市西１条南１１―２ ＴＥＬ ０１５５（２７）０１０９
函館・・・フォーポイントバイシェラトン函館 函館市若松町１４番１０号 ＴＥＬ ０１３８（２２）０１１１
東京・・・中野サンプラザ 東京都中野区中野４丁目１―１ ＴＥＬ ０３（３３８８）１１７４

持参するもの 受験票、鉛筆（シャープペンシルを含む。）、消しゴム、上靴（本校会場のみ）

下見
本校会場受験者のみ １月１８日（金）１５：００～１６：３０
（他の試験会場は、下見できません。）

合格発表 １月２４日（木）９：００ 本校玄関前に掲示し、本人に「合格通知書」を発送する。本校ＨＰでも掲載。

入学手続

（手続の方法）
所定の要領に従って必要書類を提出し、入学金を納付する。
入寮する者は入寮手続をし、入寮費を納付する。
※ 入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

（手続期間）
１月２４日（木）～１月３１日（木）１６：００

推薦入学試験

※ 出願時に納付された受験料については返却いたしません。



≪普 通 科≫ 獣医・理数コース

出願資格
２０１９（平成３１）年３月中学校卒業見込の者で、本校を第１希望としている者

（本校獣医・理数コースに合格した場合は必ず入学すること。公立高校への出願は可能です。）

願書受付 �持参の場合は、土・日・祝日を除く９：００～１６：００�２０１８年１２月１０日（月）～２０１９年１月１５日（火）�郵送の場合は必着 �

出願書類

①入学願書

②個人調査書（北海道の公立高校と同じ様式。本校ＨＰより、フォームをダウンロードできます。）

③志望理由書（所定の用紙）

④あて名票

※ 中学３年間の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を添付して下さい。

（中学校記載、Ａ４用紙・書式自由）

選抜方法 出願書類、学力試験（国語・数学・英語）、面接による総合審査

受験料 北海道の公立高校受験料と同額（郵便局より払込み、払込受領書またはご利用明細票を願書に添付）

試験日時

１月１９日（土）

※ ８：４０～９：００の間に、試験室に入室して下さい。

９：００～９：１５ 説明

９：２０～１０：０５ 国語（４５分）

１０：２０～１１：０５ 数学（４５分）

１１：２０～１２：０５ 英語（４５分）

１２：１０～１２：５０ 昼食

１２：５５～ 面接

試験会場
本校・・・とわの森三愛高等学校 江別市文京台緑町５６９番地 TEL０１１（３８６）３１１１

東京・・・中野サンプラザ 東京都中野区中野４丁目１―１ TEL ０３（３３８８）１１７４

持参するもの
受験票、鉛筆（シャープペンシルを含む。）、消しゴム、定規（分度器の付いていないもの）、コン

パス、昼食、上靴（本校会場のみ）

下見
本校会場受験者のみ １月１８日（金）１５：００～１６：３０

（東京会場は、下見できません。）

合格発表 １月２４日（木）９：００ 本校玄関前に掲示し、本人に「合格通知書」を発送する。本校ＨＰでも掲載。

入学手続

（手続の方法）

所定の要領に従って必要書類を提出し、入学金を納付する。

入寮する者は入寮手続をし、入寮費を納付する。

※ 入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

（手続期間）

１月２４日（木）～１月３１日（木）１６：００

獣医・理数専願入学試験

※ 獣医・理数専願入学試験で不合格の場合でも、一般入学試験に出願できます。（その際の志望理由書については、
コピーでも可。）

※ 出願時に納付された受験料については返却いたしません。



≪普 通 科≫ 総合進学コース（特別進学クラス／総合進学クラス）
フードクリエイトコース
トップアスリート健康コース

≪アグリクリエイト科≫ 機農コース

出願資格

２０１９（平成３１）年３月中学校卒業見込の者で、本校のみを志願している者

なお、トップアスリート健康コースへの出願には、本校指定クラブの顧問による事前確認が必要と
なります。詳細はお問い合わせ下さい。
※ 指定クラブ
男子サッカー、男子バレーボール、男子ソフトテニス、女子ソフトボール、女子ソフトテニス、
女子バドミントン

願書受付 �持参の場合は、土・日・祝日を除く９：００～１６：００�２０１８年１２月１０日（月）～２０１９年１月１５日（火）�郵送の場合は必着 �

出願書類

①入学願書
②個人調査書（北海道の公立高校と同じ様式。本校ＨＰより、フォームをダウンロードできます。）
③あて名票
※ 中学３年間の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を添付して下さい。
（中学校記載、Ａ４用紙・書式自由）

選抜方法 出願書類、学力試験（国・数・英）、面接による総合審査

受験料 北海道の公立高校受験料と同額（郵便局より払込み、払込受領書またはご利用明細票を願書に添付）

試験日時

１月１９日（土）
※ ８：４０～９：００の間に、試験室に入室して下さい。

９：００～９：１５ 説明
９：２０～９：５０ 国語（３０分）
１０：０５～１０：３５ 数学（３０分）
１０：５０～１１：２０ 英語（３０分）
１１：２５～１２：０５ 昼食
１２：１０～ 面接

試験会場 本校・・・とわの森三愛高等学校 江別市文京台緑町５６９番地 TEL０１１（３８６）３１１１

持参するもの
受験票、鉛筆（シャープペンシルを含む。）、消しゴム、定規（分度器の付いていないもの）、コン
パス、昼食、上靴

下見 １月１８日（金）１５：００～１６：３０

合格発表 １月２４日（木）９：００ 本校玄関前に掲示し、本人に「合格通知書」を発送する。本校ＨＰでも掲載。

入学手続

（手続の方法）
所定の要領に従って必要書類を提出し、入学金を納付する。
入寮する者は入寮手続をし、入寮費を納付する。
※ 入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

（手続期間）
１月２４日（木）～１月３１日（木）１６：００

単願入学試験

※ 出願時に納付された受験料については返却いたしません。



≪普 通 科≫ 総合進学コース（特別進学クラス／総合進学クラス）
フードクリエイトコース

≪アグリクリエイト科≫ 機農コース

出願資格 ２０１９（平成３１）年３月中学校卒業見込の者、または中学校を卒業した者

願書受付 �持参の場合は、土・日・祝日を除く９：００～１６：００�２０１９年１月１５日（火）～２月４日（月） �郵送の場合は必着 �

出願書類

①入学願書
②個人調査書（北海道の公立高校と同じ様式。本校ＨＰより、フォームをダウンロードできます。）
③あて名票
※ 中学３年間の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を添付して下さい。
（中学校記載、Ａ４用紙・書式自由）

選抜方法
出願書類、学力試験（国・数・社・理・英）、面接による総合審査
※ 総合進学コース（特別進学クラス）は裁量問題、その他のコースは標準問題で学力試験を実施

します。

受験料 １６，０００円（郵便局より払込み、払込受領書またはご利用明細票を願書に添付）

試験日時

２月１９日（火）、２０日（水）
※ １９日（火）は８：００～８：３０の間に、試験室に入室して下さい。
※ 面接は１９日（火）または２０日（水）のいずれかに行います。集合時刻などの詳細は、別途連絡

します。

２月１９日（火） ２月２０日（水）
説明 ８：３５～８：４５ 面接 ９：００～１２：００
国語 ８：５５～９：４０（４５分） １３：００～１７：００
数学 １０：００～１０：４５（４５分） ※ 集合時刻は別途連絡します。
社会 １１：０５～１１：５０（４５分）
昼食 １１：５５～１２：４０
理科 １２：４５～１３：３０（４５分）
英語 １３：５０～１４：３５（４５分）
面接 １５：２０～１７：００（主に遠方の受験生対象）

試験会場 本校・・・とわの森三愛高等学校 または 酪農学園大学Ｃ１号館 TEL０１１（３８６）３１１１

持参するもの
受験票、鉛筆（シャープペンシルを含む。）、消しゴム、定規（分度器の付いていないもの）、コン
パス、昼食、上靴（本校会場のみ）

下見 ２月１８日（月）１４：００～１６：００

合格発表 ２月２８日（木）９：００ 本校玄関前に掲示し、本人に「合格通知書」を発送する。本校ＨＰでも掲載。

入学手続

（手続の方法）
所定の要領に従って必要書類を提出し、入学金を納付する。
入寮する者は入寮手続をし、入寮費を納付する。
※ 入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

（手続期間）
２月２８日（木）～３月２０日（水）１６：００

一般入学試験

※ 出願時に納付された受験料については返却いたしません。



≪普 通 科≫ 獣医・理数コース

入試型 第１希望型入試 併願型入試

出願資格

２０１９（平成３１）年３月中学校卒業見込の者で、
本校を第１希望としている者
（本校獣医・理数コースに合格した場合は必ず入学すること。
公立高校や他の私立高校への出願は可能です。）

２０１９（平成３１）年３月中学校卒業見込の者、
または中学校を卒業した者

※ 本校の獣医・理数専願入学試験に不合格になった場合も再度出願できます。

願書受付 �持参の場合は、土・日・祝日を除く９：００～１６：００�２０１９年１月１５日（火）～２月４日（月） �郵送の場合は必着 �

出願書類

①入学願書
②個人調査書（北海道の公立高校と同じ様式）
③志望理由書（所定の用紙）
④あて名票

※ 中学３年間の欠席日数が３０日以上の場合は、
欠席理由書（中学校記載、Ａ４用紙・書式自由）を添付

①入学願書
②個人調査書（北海道の公立高校と同じ様式）
③あて名票
※ 中学３年間の欠席日数が３０日以上の場合は、

欠席理由書（中学校記載、Ａ４用紙・書式自由）を添付

選抜方法

出願書類、学力試験（国・数・社・理・英）、
面接、志望理由書による総合審査

出願書類、学力試験（国・数・社・理・英）、
面接による総合審査

※ 学力試験は裁量問題で実施します。

受験料 １６，０００円（郵便局より払込み、払込受領書またはご利用明細票を願書に添付）

試験日時

２月１９日（火）
※ ８：００～８：３０の間に、試験室に入室して下さい。

説明 ８：３５～８：４５
国語 ８：５５～９：４０（４５分）
数学 １０：００～１０：４５（４５分）
社会 １１：０５～１１：５０（４５分）
昼食 １１：５５～１２：４０
理科 １２：４５～１３：３０（４５分）
英語 １３：５０～１４：３５（４５分）
面接 １５：２０～１７：００

試験会場
本校・・・とわの森三愛高等学校 または 酪農学園大学Ｃ１号館 TEL０１１（３８６）３１１１
東京・・・中野サンプラザ 東京都中野区中野４丁目１�１ TEL０３（３３８８）１１７４

持参するもの
受験票、鉛筆（シャープペンシルを含む。）、消しゴム、定規（分度器の付いていないもの）、コン
パス、昼食、上靴（本校会場のみ）

下見
本校会場受験者のみ ２月１８日（月）１４：００～１６：００
（東京会場は、下見できません。）

合格発表 ２月２８日（木）９：００ 本校玄関前に掲示し、本人に「合格通知書」を発送する。本校ＨＰでも掲載。

入学手続

（手続の方法）
所定の要領に従って必要書類を提出し、入学金を納付する。
入寮する者は入寮手続をし、入寮費を納付する。
※ 入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

（手続期間）
２月２８日（木）～３月７日（木）１６：００

（手続期間）
２月２８日（木）～３月２０日（水）１６：００

一般入学試験

※ 出願時に納付された受験料については返却いたしません。



＜普通科＞
（総合進学、フードクリエイト、トップアスリート健康、獣医・理数の各コース）

◎入学手続時に納入するもの
（納入及び書類提出をもって、手続が完了となります。あらかじめご準備ください。）
１．入学金 ２．入寮費

◎校納金
１．授業料（月額）

２．教育充実費（月額）

３．諸団体会費（年額）
全コース共通

４．学年諸経費（年額） ※２０１８年度実績

５．寮費（食費込み月額・入寮希望者のみ） ６０，０００円（年額 ７２０，０００円）
※男子全員および女子の希望者は、布団リース代２１，６００円（年額）が別途かかります。
※納入方法については、授業料等と同様に３ヶ月分ごとに４期に分けて振替させていただきます。

６．その他費用（制服、ジャージ、上靴等）

※フードクリエイトコースは上記の他に実習服代として約１０，０００円が別途かかります。
（教 科 書 等）３０，０００円前後の書籍代が別途かかります。
（研修旅行費）１年次より別途積立でお願いしています。（詳細は、入学時にお知らせいたします）

※入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

＜年額：（左記の校納金１～４をまとめたものです。）＞

※諸会費・諸経費につきましては、年度計画（３月頃決定）に
より変動しますので、目安としてご確認ください。

※校納金は、年額を５回に分けて、銀行口座振替により納めて
いただきます。
１回目は４月末に諸会費・諸経費を一括で振替させていただ
きます。
２回目以降は、授業料等（入寮希望者は寮費も含む）を３ヶ
月分ごとに４期に分けて、５月末、８月末、１０月末、１月末
に振替させていただきます。
（各月の口座振替日は合格通知時にお知らせします）

全コース共通 ２６０，０００円 普通科（入寮希望者のみ） ６０，０００円

全コース共通 ２９，８００円

総合進学コース

２，５００円フードクリエイトコース

トップアスリート健康コース

獣医・理数コース １８，０００円

（１）ＰＴＡ入会金 １，０００円

（２）ＰＴＡ会費 ３，６００円

（３）生徒会入会金 ２，０００円

（４）生徒会費 １６，８００円

（５）教育振興会費 １６，８００円

（６）医療互助会費 ２，０００円

（７）スポーツ振興センター会費 １，６００円

合 計 ４３，８００円

総合進学コース（特別進学クラス） ４０，８００円

総合進学コース（総合進学クラス） ３８，６００円

フードクリエイトコース ３７，０００円

トップアスリート健康コース ３７，０００円

獣医・理数コース ３０，５００円

男子 約８５，０００円

女子 約９０，０００円

コース 授業料 教育充実費 諸会費・諸経費 合 計

総合進学コース
（特別進学クラス）

３５７，６００円
３０，０００円

８４，６００円 ４７２，２００円

総合進学コース
（総合進学クラス）

８２，４００円 ４７０，０００円

フードクリエイトコース ８０，８００円 ４６８，４００円

トップアスリート健康コース ８０，８００円 ４６８，４００円

獣医・理数コース ２１６，０００円 ７４，３００円 ６４７，９００円

校 納 金 等（概要）



＜アグリクリエイト科＞
（機農コース）

◎入学手続時に納入するもの
（納入及び書類提出をもって、手続が完了となります。あらかじめご準備ください。）
１．入学金 ２．入寮費

◎校納金
１．授業料（月額）

２．教育充実費（月額）
（機農コースはございません）

３．諸団体会費（年額）

４．学年諸経費（年額） ※２０１８年度実績

５．寮費（食費込み月額） ６０，０００円 （年額 ７２０，０００円）
※男子全員および女子の希望者は、布団リース代２１，６００円（年額）が別途かかります。
※納入方法については、授業料等と同様に３ヶ月分ごとに４期に分けて振替させていただきます。

６．その他費用（制服、ジャージ、上靴、実習服等）

（教 科 書 等）３０，０００円前後の書籍代が別途かかります。
（研修旅行費）１年次より別途積立でお願いしています。（詳細は、入学時にお知らせいたします）

※入学手続時に納付された入学金・入寮費については返却いたしません。

＜年額：（左記の校納金１～４をまとめたものです。）＞

※諸会費・諸経費につきましては、年度計画（３月頃決定）に
より変動しますので、目安としてご確認ください。

※校納金は、年額を５回に分けて、銀行口座振替により納めて
いただきます。
１回目は４月末に諸会費・諸経費を一括で振替させていただ
きます。
２回目以降は、授業料・寮費を３ヶ月分ごとに４期に分けて、
５月末、８月末、１０月末、１月末に振替させていただきます。
（各月の口座振替日は合格通知時にお知らせします）

２６０，０００円 （全寮制） ６０，０００円

３４，８００円

（１）ＰＴＡ入会金 １，０００円
（２）ＰＴＡ会費 ９，０００円
（３）生徒会入会金 ２，０００円
（４）生徒会費 １６，８００円
（５）農業クラブ入会金 １，０００円
（６）農業クラブ会費 ７，２００円
（７）教育振興会費 １６，８００円
（８）医療互助会費 ２，０００円
（９）スポーツ振興センター会費 １，６００円

合 計 ５７，４００円

５３，０００円

男子 約１００，０００円
女子 約１０５，０００円

コース 授業料 諸会費・諸経費 合 計

機農コース ４１７，６００円 １１０，４００円 ５２８，０００円

種 類 貸 与 額 備 考

北海道高等学校奨学会の
入学資金貸付制度

２０万円以内
生活保護世帯または保護者がともに市町村民税非課
税の世帯（無利子）

北海道高等学校奨学会の
奨学金貸付制度

月１０，０００円～３５，０００円
（５，０００円刻みで選択）

収入が一定の基準以下の世帯（無利子）

その他
酪農育英会、各市町村、あしなが育英会などの奨学金、高等学校等奨学給付金制度があり
ます。

校 納 金 等（概要）

その他の奨学金制度（２０１８年度のものです）



１．成績特待
・２０１９年３月に中学校卒業見込みの者で、各コースにおける出願時の学習点基準を満たす者。
２．チャレンジ特待
・出願時の学習点がＦランク以上の者で、一般入試学力試験（３００点満点）で、基準点以上を取得し、成績上位者で
あること。
※推薦・単願受験者でこの特待を希望する者は、合格後に一般入試学力試験を受験してもらいます。

３．農家子弟特待
・機農コースを受験し、農家の子弟であること。

４．牧師子弟特待
・（全コース共通）プロテスタントキリスト教会の牧師の子弟であること。

５．兄弟姉妹特待
・（全コース共通）入学時（４月）に兄弟姉妹が同時在籍する者。

６．三愛特待
①２０１９年３月に中学校卒業見込みの者で、「推薦」「獣医・理数専願」「単願」で受験した者のうち、出願時の学習点が
Ｇランク以上の者。

②２０１９年３月に中学校卒業見込みの者で、「推薦」「獣医・理数専願」「単願」で受験した者のうち、出身中学校が以下
の地域に該当する者。
江別市、札幌市（厚別区・白石区・清田区）、北広島市、恵庭市、千歳市、石狩市、当別町、新篠津村、空知管内

③「推薦」「獣医・理数専願」「単願」入試の受験料を北海道の公立高校受験料と同額。

◎各コースにおける特待生制度
獣医・理数コース
・成績特待

総合進学コース（特別進学クラス）
・成績特待

・チャレンジ特待

総合進学コース（総合進学クラス）、フードクリエイトコース
・成績特待

・チャレンジ特待

Ａランク
（２９６点以上）

Ｂランク
（２７６点以上）

入学金全額免除
年間１２万円を限度として奨学金給付

入学金全額免除
年間６万円を限度として奨学金給付

Ａランク
（２９６点以上）

Ｂランク～Ｃランク
（２９５点～２５６点）

Ｄランク
（２５５点～２３６点）

入学金全額免除
年間１２万円を限度として奨学金給付

入学金全額免除
年間６万円を限度として奨学金給付

入学金半額免除

推薦・単願受験者
一般入試（裁量）にて２１０点以上

一般入試受験者
一般入試（裁量）にて２２５点以上

入学金全額免除
年間６万円を限度として奨学金給付

Ａランク～Ｃランク
（３１５点～２５６点）

Ｄランク～Ｅランク
（２５５点～２１６点）

入学金全額免除 入学金半額免除

推薦・単願受験者
一般入試（標準）にて２２５点以上

一般入試受験者
一般入試（標準）にて２４０点以上

入学金全額免除
年間６万円を限度として奨学金給付

【２０１９年度入試】「とわの森三愛高等学校」独自の特待生制度



トップアスリート健康コース
・成績特待

・チャレンジ特待

機農コース
・成績特待

・チャレンジ特待

・農家子弟特待

全コース共通

推薦／獣医・理数専願／単願受験者の該当者に適用

※ 特待生として内定したときは、入学試験合格通知書に特待生内定通知書が同封されます。

※ 本校在学中に学業成績の著しい低下や特待生としての条件等を欠いた場合には、給付を取り消します。

※ 各特待は同時に希望することはできますが、「三愛特待」を除き、重複して受けとることはできません。条件の良い方で

の給付となります。

※ 就学支援金受給世帯で、本校の奨学金、就学支援金（国）及び授業料軽減補助金（道）の合計額が授業料と教育充実費の

合計額を超える場合は、超過分を差し引き支給します（機農コース特別奨学金は除く）。

Ａランク～Ｃランク
（３１５点～２５６点）

Ｄランク～Ｅランク
（２５５点～２１６点）

入学金全額免除 入学金半額免除

推薦・単願受験者
一般入試（裁量）にて２１０点以上

一般入試受験者
一般入試（裁量）にて２２５点以上

入学金全額免除
年間６万円を限度として奨学金給付

Ａランク～Ｄランク
（３１５点～２３６点）

Ｅランク
（２３５点～２１６点）

入学金全額免除
年間１５万円を限度として奨学金給付

入学金半額免除
年間１０万円を限度として奨学金給付

入学金全額免除

推薦・単願受験者
一般入試（標準）にて２２５点以上

一般入試受験者
一般入試（標準）にて２４０点以上

入学金全額免除
年間６万円を限度として奨学金給付

牧師子弟特待 兄弟姉妹特待

入学金半額免除
年間１２万円を限度として奨学金給付

入学金半額免除

三愛特待

①学習点Ｇランク（１７６）以上
年間３万円を限度として奨学金給付

②地域該当者
年間２万円を限度として奨学金給付

③受験者
受験料を北海道の公立高校と同額

〒０６９―８５３３ 北海道江別市文京台緑町５６９番地
酪農学園大学附属問い合わせ

及び
願書送付先 とわの森三愛高等学校 広報入試部

TEL.011-388-4706 FAX.011-388-4707 https : //www.san-ai.ed.jp/







※以下は２０１８年６月２２日現在の予定です。場所・日時が変更になることもあります。
【中学校教員・塾対象説明会】

【中学生・保護者対象説明会】《本校》

【中学生・保護者対象説明会】《北海道内》

日 程 イベント名 場所・時間

６月２５日（月）
中学校教員対象

入試説明会

江別市民会館 【１５：００～１６：３０】

６月２６日（火） ホテルライフォート札幌【１５：００～１６：３０】

６月２８日（木） 岩見沢市民会館 【１５：００～１６：３０】

６月２９日（金） 塾対象入試説明会 新さっぽろアークシティホテル 【１１：００～１２：３０】

日 程 イベント名 場所・時間

８月２５日（土） 獣医・理数コース／特進クラス説明会 本校 【１３：３０～１５：００】

９月１５日（土） 第１回学校見学会 本校 【９：３０～１２：００】

１０月１４日（日） 第２回学校見学会 本校 【９：３０～１２：００】

１１月１０日（土） 第３回学校見学会 本校 【９：３０～１２：００】

８月１８日（土） とわ懇（個別入試相談会）① 本校 【１０：００～１５：００】

９月１日（土） とわ懇（個別入試相談会）② 本校 【１０：００～１５：００】

９月１５日（土） とわ懇（個別入試相談会）③ 本校 【１３：００～１５：００】

９月２２日（土） とわ懇（個別入試相談会）④ 本校 【１０：００～１５：００】

１０月６日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑤ 本校 【１０：００～１５：００】

１０月１３日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑥ 本校 【１０：００～１５：００】

１０月１４日（日） とわ懇（個別入試相談会）⑦ 本校 【１３：００～１５：００】

１０月２０日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑧ 本校 【１０：００～１５：００】

１０月２７日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑨ 本校 【１０：００～１５：００】

１１月３日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑩ 本校 【１０：００～１５：００】

１１月１０日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑪ 本校 【１３：００～１５：００】

１１月１７日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑫ 本校 【１０：００～１５：００】

１１月２４日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑬ 本校 【１０：００～１５：００】

１２月１日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑭ 本校 【１０：００～１５：００】

１２月８日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑮ 本校 【１０：００～１５：００】

１２月１５日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑯ 本校 【１０：００～１５：００】

日 程 イベント名 場所・時間

９月２日（日） 北海道私立学校展 札幌市 札幌ガーデンパレス 【１０：００～１７：００】

９月８日（土） 旭川地区学校説明会 旭川市 道北経済センター 【１３：３０～１５：００】

９月９日（日） 北見地区学校説明会 北見市 北見市東地区公民館 【１３：３０～１５：００】

９月２２日（土） 釧路地区学校説明会 釧路市 釧路市民活動センターわっと 【１３：３０～１５：００】

９月２３日（日） 帯広地区学校説明会 帯広市 帯広市民文化ホール 【１３：３０～１５：００】

１０月２８日（日） 岩見沢地区学校説明会 岩見沢市 岩見沢市コミュニティプラザ 【１０：００～１１：３０】

２０１８年度「酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校」説明会日程①



※以下は２０１８年６月２２日現在の予定です。場所・日時が変更になることもあります。
【中学生・保護者対象】《北海道外》

※受験をお考えの方は、各地区開催の入試相談会にお越しいただくことをお勧めします。
※相談会・説明会へ参加を希望される方は、お電話（０１１�３８８�４７０６）にてお申込下さい。

日程 イベント名 場所・時間

６月２４日（日） 関東地区入試相談会①
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

７月１５日（日） 関東地区入試相談会②
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

７月１６日（月祝） 関東地区入試相談会③
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

７月２８日（土） 九州地区入試説明会①
博多・ＴＫＰ博多駅前シティセンター 【１０：００～１３：００】
（ＪＲ「博多駅」博多口徒歩２分、８階：カンファレンス３）

７月２９日（日） 九州地区入試説明会②
熊本・ＴＫＰ熊本カンファレンスセンター 【１０：００～１３：００】
（熊本市電・花畑駅前徒歩１分、９階：きく）

８月１８日（土） 関東地区入試相談会④
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

９月８日（土） 東北地区入試説明会
仙台・ＴＫＰガーデンシティ仙台 【１０：００～１３：００】
（ＪＲ「仙台駅」西口徒歩２分、１３階：カンファレンスルーム１３Ｃ）

９月１７日（月祝） 開成進学フェア
大阪・マイドームおおさか 【１０：００～１６：００】
（大阪市中央区本町橋２番５号）

９月２３日（日） 関東地区入試相談会⑤
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

１０月２０日（土）
第３回北海道学力コンクール
（中３）東京会場

東京・酪農学園東京オフィス 【時間未定】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

１０月２１日（日） 関東地区入試相談会⑥
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

１１月３日（土） 関西地区入試相談会①
大阪・ハービスＰＬＡＺＡ 【１０：００～１６：００】
（ＪＲ「大阪駅」桜橋口徒歩２分、阪神「梅田駅」徒歩すぐ）

１１月４日（日） 関東地区入試相談会⑦
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

１１月９日（金）
全国私立寮制学校協議会
合同説明会（名古屋）

名古屋・名古屋マリオットアソシアホテル 【１３：００～１７：００】
（ＪＲ「名古屋駅」セントラルタワーズ内）

１１月１０日（土）
全国私立寮制学校協議会
合同説明会（大阪）

大阪・ヒルトンプラザ ウエスト オフィスタワー【１３：００～１６：３０】
（ＪＲ「大阪駅」、桜橋出口より徒歩２分／地下鉄四つ橋線西梅田駅４Ｂ出口直結）

１１月１６日（金）
全国私立寮制学校協議会
合同説明会（横浜）

横浜・ホテル横浜ガーデン 【１３：００～１８：００】
（ＪＲ関内駅南口より徒歩３分）

１１月１７日（土）
全国私立寮制学校協議会
合同説明会（東京）

東京・フクラシア東京ステーション 【１３：００～１７：００】
（ＪＲ東京駅日本橋口から徒歩１分）

１２月１日（土） 関西地区入試相談会②
大阪・ハービスＰＬＡＺＡ 【１０：００～１６：００】
（ＪＲ「大阪駅」桜橋口徒歩２分、阪神「梅田駅」徒歩すぐ）

１２月２日（日） 関東地区入試相談会⑧
東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１６：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

１月２０日（日）
中学１・２年生対象
関東地区入試説明会①

東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１３：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

２月１７日（日）
中学１・２年生対象
関東地区入試説明会②

東京・酪農学園東京オフィス 【１０：００～１３：００】
（有楽町駅前・東京交通会館１１階）

２０１８年度「酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校」説明会日程②




