
2023（令和 5 ）年度

生 徒 募 集 要 項（全日制）

募集定員／ 300名（普通科 260名  アグリクリエイト科 40名）
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2023（令和 5）年度　生徒募集要項

全日制課程（普通科 260 名　アグリクリエイト科 40 名）
 普通科　特進GROW-UP コース（獣医・理系専攻／文系専攻）（40 名）

 普通科　総合進学コース（120 名）

 普通科　フードクリエイトコース（30 名）

 普通科　トップアスリート健康コース（70 名）

 アグリクリエイト科　機農コース（酪農専攻／作物園芸専攻）（40 名）

※今年度より Web による出願受付となります。
　加えて、一般入試については 5 教科から 3 教科（国、数、英）に変更して行います。

推薦入試 単願入試 一般入試

出願資格▶

2023年３月中学校卒業見込み
の者で、本校を第一希望とし、
在籍中学校長の推薦を得た者。
合格した場合は、必ず本校に
入学すること。

2023年３月中学校卒業見込み
の者で、本校に限り出願する
者。合格した場合は、必ず本
校に入学すること。

2023年３月中学校卒業見込
みの者。または、中学校を
卒業した者。

※トップアスリート健康コースへの出願には、本校強化指定部顧問による事前確認が必要となります。
　強化指定部～男子サッカー、男子バレーボール、男子ソフトテニス、硬式野球（男子）

女子バドミントン、女子ソフトテニス、女子バスケットボール、女子ソフトボール

出
願
受
付
▶︎

Web 受付
（受験生が行う） 2022年12月12日（月）0時～2023年1月11日（水）23時59分 2023年1月16日（月）0時～

2023年2月2日（木）23時59分

書類受付
（中学校が行う） 2022年12月12日（月）～2023年1月13日（金）必着 2023年1月16日（月）～

2023年2月6日（月）必着

出願書類▶

推薦書
※本校HPよりダウンロード
※推薦入試のみ推薦書を提出

入学願書・個人調査書・あて名票
※個人調査書は、北海道の公立高校と同じ様式。北海道教育委員会公式サイトよ

りダウンロードできます。
※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ください。
（中学校記載、Ａ４用紙、書式自由）

（
総
合
判
定
）

選
抜
方
法
▶︎

・出願書類  個人調査書・推薦書 個人調査書 個人調査書

・学力試験  作文
（800 字、60分）

国語・数学・英語
（各45分・各100点、筆記記述試験）

国語・数学・英語
（各50分・各100点、筆記記述試験）

・面　　接  あり なし

入学検定料▶
16,000円

※Web受付期間中に決済してください。※事務手数料が別途かかります。
※出願時納入された入学検定料については返金いたしません。

試験日程▶

2023年1月20日（金）9：00 2023年2月17日（金）9：00

 8:55までに試験室に入室
 9:00～ 9:15　説明

9:20～10:20　作文
 10:30～ 　面接

8:55までに試験室に入室
9:00～ 9:15　説明
9:20～10:05　国語

10:20～11:05　数学
11:20～12:05　英語
12:10～12:50　昼食
12:55～ 　面接

8:55までに試験室に入室
9:00～ 9:15　説明
9:20～10:10　国語

10:30～11:20　数学
11:40～12:30　英語
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■［推薦］釧路会場 ■［推薦］旭川会場 ■［推薦］東京会場

■［推薦・単願・一般］本校

ホテルクレッセント旭川
旭川市5条8丁目緑橋通り
電話 0166(27)1111
JR旭川駅から徒歩12分 3

釧路プリンスホテル
釧路市幸町7丁目1 東京都中野区中野4丁目1-1

江別市文京台緑町569
電話 011（386）3111　

電話 0154（31）1111
ＪＲ釧路駅から徒歩10分

電話 03（3388）1174

推薦入試 単願入試 一般入試

試験会場▶ 本校・釧路・旭川・東京
※詳細は下記の会場案内にて 本校 本校

試験会場への持ち物▶ 受験票・筆記用具
・上靴（本校会場のみ）

受験票・筆記用具・定規
・コンパス・上靴・昼食

受験票・筆記用具・定規
・コンパス・上靴

下　　見▶
あり

（本校会場以外の試験会場は、
下見できません）

あり あり

合格発表▶
2023年1月26日（木）9:00 2023年2月28日（火）9:00

※本校玄関前およびWeb上にて発表し、本人に「合格通知書」を発送します。

入学手続▶

2023年1月26日（木）～2023年2月2日（木）16:00まで 2023年2月28日（火）～
2023年3月22日（水）16：00まで

⑴所定の要領に従って必要書類を提出し、入学金を納入する。入寮するものは入寮手続きをし、
入寮費を納入する。
⑵入学には、生計を別にする保証人が必要です。保証人は、生徒の一般的人物保証及び校納金の
3か月分を限度とする経済的保証を担うこととなります。
⑶在学中、本校の外郭団体である「PTA」及び「教育振興会」には、必ず入会していただきます。
⑷入学手続きに納入された入学金・入寮費については返金いたしません。

※新型コロナウイルスの感染拡大により、内容等変更する場合があります。
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校納金・諸経費（概要）
普通科
特進 GROW-UP、総合進学、フードクリエイト、トップアスリート健康の各コース

入学手続時 （納入およ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。）

入　学　金 推薦・単願入試 100,000円

一般入試 260,000円

入寮費（入寮者のみ） 60,000円

※納入された入学金・入寮費については返金いたしません。

校納金（月額）

授　　業　　料 35,000円

教育環境
整備費

特進 GROW-UP コース（獣医・理系専攻） 18,500円

特進 GROW-UP コース（文系専攻） 1,500円

総合進学コース 1,500円

フードクリエイトコース 1,500円

トップアスリート健康コース 3,500円

寮費（入寮者のみ） 65,000円

諸会費・諸経費（年額）

諸　会　費
（全コース共通）

PTA入会金 1,000円

合　計 56,200円

PTA会費 3,600円

高P連賠償保険 400円

生徒会入会金 2,000円

生徒会費 16,800円

教育振興会費 28,800円

医療互助会費 2,000円

スポーツ振興センター会費 1,600円

※寮費は変更になる場合がございます。また、布団リース希望者は 23,000 円（年額、予定）が別途でかかります。原則
寮費は返金いたしません。     

※校納金等は年額を５回に分け銀行口座振込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、２回目以降は授業料・教育環境整備費（寮費を含む）を３ヶ月分ごとに４期

に分け、 5 ・ 8 ・10・１月末に振替させていただきます。（各月口座振込日は合格通知時にお知らせします。） 

学校指定用品　諸費用
制服（購入必需品のみ） 約48,000～60,000円

ジャージ・上靴（購入必需品のみ） 約21,000円

実習服（フードクリエイトコースのみ） 約10,000円

教科書等 約30,000円

情報端末 約60,000円

※制服代金は性別・任意購入品などにより多少の個人差があります。
※研修旅行費につきましては１年次より別途積立でお願いいたします。（詳細は入学後にお知らせします）

※諸会費および諸経費は、年度計画（３月頃決定）により変動いたします。諸経費は、行事等の実費負担になります。

諸経費

特進 GROW-UP コース（獣医・理系専攻） 31,200円

特進 GROW-UP コース（文系専攻） 50,480円

総合進学コース 37,070円

フードクリエイトコース 36,020円

トップアスリート健康コース 36,120円

〈2022年度実績〉
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校納金・諸経費（概要）
アグリクリエイト科
機農コース（酪農専攻／作物園芸専攻）

入学手続時 （納入およ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。）

入　学　金 推薦・単願入試 100,000円

一般入試 260,000円

入寮費（入寮者のみ） 60,000円

※納入された入学金・入寮費については返金いたしません。
※酪農専攻は全寮制、作物園芸専攻は任意での入寮となります。

諸会費・諸経費（年額）

諸　会　費

PTA入会金 1,000円

合　計 64,400円

PTA会費 3,600円

高P連賠償保険 400円

生徒会入会金 2,000円

生徒会費 16,800円

農業クラブ入会金 1,000円

農業クラブ会費 7,200円

教育振興会費 28,800円

医療互助会費 2,000円

スポーツ振興センター会費 1,600円

〈2022年度実績〉

諸　経　費 機農コース 51,690円

※寮費は変更になる場合がございます。また、布団リース希望者は 23,000 円（年額、予定）が別途でかかります。 原則
寮費は返金いたしません。

※校納金等は年額を５回に分け銀行口座振込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、２回目以降は授業料・教育環境整備費（寮費を含む）を３ヶ月分ごとに４期

に分け、 5 ・ 8 ・10・１月末に振替させていただきます。（各月口座振込日は合格通知時にお知らせします。）

学校指定用品　諸費用
制服（購入必需品のみ） 約48,000～60,000円

ジャージ・上靴（購入必需品のみ） 約21,000円

実習服 約14,000円

教科書等 約30,000円

情報端末 約60,000円

※制服代金は性別・任意購入品などにより多少の個人差があります。
※研修旅行費につきましては１年次より別途積立でお願いいたします。（詳細は入学後にお知らせします）

校納金（月額）

授　　業　　料 35,000円

教育環境整備費 6,500円

寮費（入寮者のみ） 65,000円

※諸会費および諸経費は、年度計画（３月頃決定）により変動いたします。諸経費は、行事等の実費負担になります。
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YES

学費支援制度
とわの森には「夢」へとつづく道があります。
あなたの「学びたい」を全力で応援します。

国の就学支援制度と北海道の授業料軽減制度
国と北海道が、一定の収入未満の生徒の世帯に対して、以下の支給を行う制度があります。どちらも申請・届け出の必
要があり、国や北海道から支援金・補助金を学校が受領し、授業料の一部に充当します。
※授業料は 2023 年度の予定額です。金額については、変更の可能性があります。

●高等学校就学支援金（国の制度） ●授業料軽減補助金（北海道の制度）

対象 私立高等学校に通う一定の所得等要件
（算定基準額が304,200円未満）の生徒の世帯 対象 私立高等学校に通う一定の所得等要件

（算定基準額が154,500円未満）の生徒の世帯
就学支援金の支給限度額は、４～６月分は入学する前年
度、７～３月分は入学年度の課税証明書等によって決定
します。就学支援金は、支給限度額の範囲内で授業料の
みに充当します。

授業料軽減補助金の支給限度額は、４～６月分は入学す
る前年度、７～３月分は入学年度の課税証明書等によっ
て決定します。支給限度額の範囲内で授業料・教育環境
整備費に充当します。

算定
基準額

（就学支援金）

●次の計算式（世帯収入の合計額）により判定
計算式／市町村民税の課税標準額× 6 ％ー市町村民税の調整控除の額
　※政令指定都市の納税の場合は、「調整控除の額」に３/４を乗じて計算する。

上記による算出額＜154,500円➡　支給額：最大 396,000円
上記による算出額＜304,200円➡　支給額：最大 118,800円

（154,500円以上）

共通授業料　月額 35,000円

ご自身の課税標準額などは、マイ
ナポータルで「わたしの情報」か
ら確認できます。（マイナンバー
カードが必要です。）

マイナポータル
HP

下記の対象条件をご確認ください➡
対象 生活保護世帯・または市町村民

税非課税世帯ですか？

対象 保護者の年収が
590万円未満程度ですか？

算定基準額 154,500円未満

対象 保護者の年収が約590万円以上
910万円未満程度ですか？

算定基準額 304,200円未満

➡

➡

NO

NO

YES

YES

就学支援金・授業料軽減補助金

〈国の制度〉就学支援金制度
月額9,900円を授業料に充当

〈国の制度〉就学支援金制度
対象外

〈国の制度〉
就学支援金制度
月額33,000円
授業料に充当

✚
〈道の制度〉

授業料軽減補助金
月額2,000円を

授業料に充当
▶

負担（月額）

0円

▶ 負担（月額）
25,100円

▶ 負担（月額）
35,000円

✚
各コース
教育環境
整備費

特進GROW-UPコース 総合進学コース
フード

クリエイト
コース

トップ
アスリート
健康コース

機農コース

獣医・理系専攻 文系専攻
月額18,500円 月額1,500円 月額1,500円 月額1,500円 月額3,500円 月額6,500円

NO
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学費支援制度

全日制
推薦・単願

資格 推薦入試 / 単願入試で受験した者
内容 入学金 10万円

（一般入試の場合は26万円）対象コース 全コース

同窓生

資格 保護者が学校法人酪農学園の設置した
学校を卒業した者 内容 入学金 0 円

対象コース 全コース
※出願時に保護者の卒業証明書または卒業証書のコピーを同封してください。

成　績

資格 2023 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

ランク Ａランク
（315 ～ 296 点）

Ｂランク
（295 ～ 276 点）

Ｃランク
（275 ～ 256 点）

Ｄランク
（255～ 236点）

Ｅランク
（235～ 216点）

特進GROW-UPコース
獣医・理系専攻

文系専攻

入学金０円
年間12万円を限度として奨学金給付 年間６万円を

限度として
奨学金給付

総合進学コース 入学金０円
年間12万円を限度として

奨学金給付

入学金０円
年間６万円を

限度として
奨学金給付

フードクリエイトコース

機農コース
酪農専攻

作物園芸専攻

入学金０円
年間15万円を限度として奨学金給付

入学金13万円
年間10万円を限
度として奨学金給付
（※一般入試の場合）

農家子弟
資格 農家の子弟の者

内容 入学金 10万円
（※一般入試の場合）対象コース 機農コース

※農家の証明になる書類（農協組合員証等）のコピーを同封してください。

トップアスリート （各部の人数には上限があります）

資格

①2023年 3 月中学校卒業見込みの者
②スポーツに優れた技能を持ち、人物・生活態度が良好で、本校の各部活動顧問が求める人材

である者
③トップアスリート健康コースを受験し、本校入学後 3 年間、本校強化指定部に在籍する者

対象コース トップアスリート健康コース

内容

Ａランク
（315 ～ 296 点）

Ｂランク
（295 ～ 276 点）

Ｃランク
（275 ～ 256 点）

Ｄランク
（255 ～ 236 点）

Ｅランク
（235～216点）

入学金０円
年間12万円を限度として奨学金給付

入学金 13万円（※一般入試の場合）
年間12万円を限度として奨学金給付

※金額については、変更の可能性があります。
※奨学生として内定したときは、入学試験合格通知書に奨学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奨学生としての条件を欠いた場合は、給付を取り消します。
※各条件が重なった場合、入学金に関しては条件の良い方での給付となります。重複して受け取ることは出来ません。
◎奨学金の給付について、「国の就学支援金と北海道の授業料軽減補助金」を充当した後の 「授業料＋教育環境整備費」

の実質負担額が、決定した奨学金給付額より少ないときは、実質負担額が奨学金給付額になります。

◎奨学金の給付について
　本要項の奨学金額は、年間給付限度額を表示しています。実際の給付額は、入学時に決定

する奨学金額が基準となり、授業料等の負担額と国の就学支援金、北海道の授業料軽減補
助との関係により算出します。
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Web出願の流れ
●Web出願について
　　■平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。
　　■ご自宅で出願手続きができます。
　　■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。

　　            
　　■システムに関するお問合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください。（24 時間対応）
　　※募集要項内容に関するお問合せは、本校へ受付時間内にご連絡ください。

●出願手続きの方法

本校ホームページ

出願サイト  

ID（メールアドレス）登録

出願情報入力

検定料支払い方法選択

受験票印刷

出　　願

入試当日

出願が決まりましたら、本校ホームページに設置されている出願サイト
へ移動してください。

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

メールアドレスをIDとして登録してください。すでに、「mc共通ID」をお
持ちの方、またはイベント予約をされた方は、同じIDをご利用ください。尚、
緊急連絡時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。

志願者情報を入力し、出願する試験等を選択してください。

検定料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融
機関 ATM（ペイジー）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはでき
ません。なお、お支払いには別途手数料がかかります。

検定料のお支払い後、出願サイトのマイページから受験票・入学願書の
印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してく
ださい。

出願書類一式は、中学校を通して提出してください。

受験票を試験当日に持参してください。

Web出願
使い方ガイド

Web出願 受験票印刷手順

〒069-8533　北海道江別市文京台緑町569番地
酪農学園大学附属

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

問い合わせ
および

願書送付先
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