
2020 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 
※以下は 2020 年 5 月８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。 

※相談会は予約制です。事前に連絡をお願いします。 

 

【中学校教員・塾対象説明会】 

 

【中学生・保護者対象説明会】《本校》 

日程 イベント名 場所・時間 

9 月 12 日（土） 第 1 回学校見学会 本校  【9:30～12:00】 

10 月 18 日（日） 第 2 回学校見学会 本校  【9:30～12:00】 

11 月 14 日（土） 第 3 回学校見学会 本校  【9:30～12:00】 

９月 ５日（土） とわ懇（個別入試相談会）① 本校  【10:00～15:00】 

9 月 12 日（土） とわ懇（個別入試相談会）② 本校  【13:00～15:00】 

9 月 19 日（土） とわ懇（個別入試相談会）③ 本校  【10:00～15:00】 

9 月 26 日（土） とわ懇（個別入試相談会）④ 本校  【10:00～15:00】 

10 月 3 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑤ 本校  【10:00～15:00】 

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

10 月 18 日（日） とわ懇（個別入試相談会）⑦ 本校   【13:00～15:00】 

10 月 24 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑧ 本校  【10:00～15:00】 

10 月 31 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑨ 本校  【10:00～15:00】 

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

11 月 14 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑪ 本校  【13:00～15:00】 

11 月 21 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑫ 本校  【10:00～15:00】 

11 月 28 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑬ 本校  【10:00～15:00】 

12 月 5 日（土） とわ懇（個別入試相談会）⑭ 本校  【10:00～15:00】 

 

《北海道内》 

日程 イベント名 場所・時間 

８月２９日（土） 北見地区学校説明会 
北見市    【13:30～15:00】 

北見市東地区公民館   

８月３０日（日） 旭川地区学校説明会 
旭川市    【13:30～15:00】 

道北経済センター    

９月６日（日） 北海道私立学校展 
札幌市    【10:00～17:00】 

札幌ガーデンパレス 

9 月 2６日（土） 釧路地区学校説明会 
釧路市    【13:30～15:00】 

釧路市民活動センターわっと  

9 月 2７日（日） 帯広地区学校説明会 
帯広市    【13:30～15:00】 

帯広市民文化ホール     

日程 イベント名 場所・時間 

８月 21 日（金） 中学校教員対象 

入試説明会 

江別市民会館      【15:00～16:30】 

9 月 15 日（火） ホテルライフォート   【15:00～16:30】 

8 月 24 日（月） 塾対象入試説明会 アークシティホテル     【11:00～12:30】 



2020 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 
※以下は 2020 年５月８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。 

※相談会は予約制です。事前に連絡をお願いします。 

 

《北海道外》【中学生・保護者対象】            
日程・時間 イベント名 場 所 

6 月 28 日（日） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会① 

東京・新有楽町ビル貸会議室 (新有楽町ビル 2 階)     

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

7 月 19 日（日） 

【10:00～16:00】 
九州地区入試相談会 

九州・TKP ガーデンシティ PREMIUM 博多駅前   

JR博多駅 博多口 徒歩5分  (ザイマックス博多駅前ビル) 

7 月 26 日（日） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会② 

東京・新有楽町ビル貸会議室 (新有楽町ビル 2 階)     

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

8 月 23 日（日） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会③ 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)     

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

9 月 20 日（日） 

【10:00～16:00】 
関西地区入試相談会① 

大阪・アットビジネスセンター大阪梅田 (西梅田 MID ビル) 

西梅田駅,北新地駅 徒歩 1 分、大阪駅 徒歩 6 分 

9 月 2１日（月祝） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会④ 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)     

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

９月 22 日（火祝） 

【10:00～16:00】 
東北地区入試相談会 

東北・アイーナいわて県民情報交流センター    

JR 盛岡駅より徒歩 4 分 

10 月２４日（土） 

【8:30～15:30】 

第 3 回北海道学力コンクール 

（中 3）東京会場 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)     

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

10 月２５日（日） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会⑤ 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)     

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

10 月 31 日（土） 

【10:00～16:00】 
関西地区入試相談会② 

大阪・アットビジネスセンター大阪梅田 (西梅田 MID ビル) 

西梅田駅,北新地駅 徒歩 1 分、大阪駅 徒歩 6 分 

11 月１日（日） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会⑥ 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)      

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

11 月６日（金） 

【13:00～17:00】 

全国私立寮制学校協議会  

合同説明会（名古屋） 

名古屋・マリオットアソシアホテル     

JR 名古屋駅直結 「JR セントラルタワーズ」15F 

11 月７日（土） 

【13:00～17:00】 

全国私立寮制学校協議会  

合同説明会（神戸） 

神戸・三宮：スペースアルファ三宮    

JR「三ノ宮」駅、阪急・阪神・地下鉄・ポートライナー「三宮」駅 徒歩5分 三宮センタープラザ東館6階 

11 月１３日（金） 

【13:00～17:30】 

全国私立寮制学校協議会  

合同説明会（横浜） 
（未定）後日決定   

11 月１４日（土） 

【13:00～17:00】 

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   

JR「東京駅」・地下鉄「大手町駅」 地下直結徒歩 1 分 

11 月 28 日（土） 

【10:00～16:00】 
関西地区入試相談会③ 

大阪・アットビジネスセンター大阪梅田 (西梅田 MID ビル) 

西梅田駅,北新地駅 徒歩 1 分、大阪駅 徒歩 6 分 

11 月 29 日（日） 

【10:00～16:00】 
関東地区入試相談会⑦ 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)      

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

2021 年 

１月 24 日（日） 

【10:00～13:00】 

中学１・２年生対象 

関東地区入試相談会① 

東京・新有楽町ビル貸会議室(新有楽町ビル 2 階)   

JR 有楽町駅 中央西口／日比谷口 徒歩１分 

※ 入試に関する具体的なご質問・ご相談を承ります。 

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。 


