201８年度

仲間が好きになる
自分が好きになる
キリスト教主義･全寮制教育

本校の求める生徒像
【建学の精神】 日本の三育教育は、1898 年、セブンスデー・アドベンチスト教団の最初の宣教師 W.C.グレンジャーが東京
芝に開いた「芝和英聖書学校」から始まりました。百年を超える教育活動の基本は、聖書に示されている人間像すなわち霊性
と知性と身体のバランスのとれた人間像を回復することにあり、それを「三育教育」と呼んでいます。神様をすべての価値の
源として探求すること、自分と他者の尊厳を重んじること、より良い社会の形成を目指すこと、そしてそれに貢献できる人物
を育成することが、北浦三育中学校の建学の精神です。

【三育教育の目的】 北浦三育中学校で行われる三育教育の目的は建学の精神をふまえて、次の３つに集約されています。
（１）神を信じ、人を愛し、進んで奉仕する人物を育てる。
（２）高い知識を持ち、自ら考え正しい行動をする人物を育てる。
（３）美しく輝く個性を持つ心身ともに健康な人物を育てる。
北浦三育中学校では、「今の君に何ができるか」という問いではなくて「未来の君は何をしたいのか」という問いを大切にし
ています。一人でも多くの方が、この男女共学のボーディングスクール（全寮制学校）で世界標準の学びを体験して、大きな
夢を持ち挑戦し続ける人物に成長していただくことが、私たちの使命であり願いです。

〒311-1703

茨城県行方市成田 895
http：//www.saniku.net

TEL：0291-35-2131

FAX：0291-35-2133

e-mail：kitaura-jr@saniku.net

● 募集人数

第 1 学年（男・女）

30 名

● 受験資格
・2018 年 3 月に小学校を卒業見込みの者
・三育教育の教育目的を正しく理解し、児童・保護者ともに本校を志望する者
・勉学、労作活動、諸活動、全寮制での集団生活をおくることのできる心身の健康を有する者

● 出願書類・入試選考料
・入学願書、受験票・入学検定料送金通知書
・健康診断票
・入学志願者の通知表の写し（小学 5 年生および 6 年生の 1 学期または前期のもの）：報告者厳封
・入学志願者に関する報告書（保護者および本人をよく知る人物…教会牧師・学級担任等）：報告者厳封
・入試選考料：17,000 円

納入方法は別途指定

● 選考方法
・筆記試験：国語、算数、作文（各 30 分）
・面接試験：本人および保護者（各 15 分）

● 2018 年度入試日程
募集区分

一般入試Ⅱ期

出願期間
早期：12/ 1(金)～12/15(金)
12/18(月)～ 1/ 8(月)
1/15(月)～ 1/31(水)

一般入試Ⅲ期

2/ 5(月)～ 2/14(水)

一般入試Ⅰ期

試験日：会場
1/14(日)：本校
および地方会場
2/ 4(日)：本校
2/18(日)：本校

合格発送

納付期日

1/17(水)

1/25(木)

2/ 7(水)
2/21(水)

2/15(木)
3/ 1(木)

・早期入試で出願された場合、地方での受験会場の調整対象となります。
・合格発表は郵送にて通知いたします。
・期日までに納入がない場合、入学を辞退したものとみなします。
・入学者オリエンテーション：制服採寸 2018 年 2 月 25 日（日）

● 入学時納付金
入学金
施設費
教育充実費
合計
110,000 円
95,000 円
150,000 円
355,000 円
その他の費用
・保証金・・・・・・50,000 円（入学時にお預かりし、卒業時に返還いたします）
・学校指定用品・・・制服代、体操服代などは指定業者に直接お支払いいただきます。

● 各月納付金
授業料
実験実習費
寄宿舎費
合計
20,500 円
14,000 円
19,500 円
54,000 円
その他の費用
・食
費・・・・36,720 円（8 月を除く）
・冷暖房費・・・・4,000 円（年 8 回：6 月、7 月、9 月および 11～3 月）
・学 習 費・・・・実費（副教材、ピアノレッスン、交通費等）
・積 立 金・・・・ニュージーランド海外研修（10,000 円/月額）、校外学習（2,000 円/月額）

◇ 入学納付金割引制度等
種別

金額

三育小学校割引制度

20,000 円

2017 年 3 月に三育小学校を卒業し、同年 4 月に本校に入学するもの

兄弟姉妹系列割引制度

20,000 円

志願者の兄弟姉妹が本校または国内の三育教育機関に在学しているもの

保護者卒業生割引制度

20,000 円

志願者の保護者が国内の三育教育機関の卒業生であること

入学納付金分割制度

要件

申請により、入学時納付金の施設費および教育充実費を最大 12 か月まで分割可

要件を満たしていれば複数の割引を受けることができます

◇ 奨学金制度等
種別

内容・要件

・人物、学業ともに優れ、質素・節約の生活を実践し、家族の収入に比して子どもの学費
負担が大きく、経済的援助が必要であること
（無利子・半額返還） ・奨学金委員会の審査により授業料を上限に、前後期の 2 回に分けて支給
・提出書類：住民税課税額証明書等、貸与期間は 1 年間（継続申請可）
・生活保護を受けている世帯。生活困窮世帯（学費の支出が困難であると認められる場合）
茨城県授業料軽減制度
解雇や倒産によって家計が急変した場合。交通遺児の方
（月額 15,000）
・提出書類：住民税課税額証明書等

北浦三育中学校奨学金

奨学金についての詳細は、本校奨学金担当まで直接お尋ねください。

☆ 寮宿泊体験・学校見学会
全寮制・キリスト教教育を柱とする三育教育は多くの特色をもち、生徒は様々な活動を行っています。
志願者には寮に宿泊し学校生活を体験することをお勧めしています。
寮宿泊の対象は 5 年生以上となっていますが、日程や特別なご事情はご相談ください。

・第１回：６月３日（土）・４日（日）
・第２回：１０月７日（土）・８日（日）
・第３回：１０月１４日（土）・１５日（日）

ニュージーランド海外研修（８泊９日）

10 月 8 日より募集要項を配布いたします。

【自家用車の場合】
≪東京方面から≫
常磐道

✔
○

≪千葉・湾岸方面から≫

土浦北 IC「土浦・霞ヶ浦」方面へ

東関東道終点

S
○

潮来 IC「水戸・鹿嶋」方面へ（T 字路右折）

県道 101 号を「道の駅いたこ」方面へ直進

国道 125・354 号を「鹿嶋・行方」方面へ

（カシマサッカー場・国道 51 号方面へ右カーブ）

（霞ヶ浦大橋を渡って、高須交差点を直進）

新神宮橋を渡って、大船津交差点を左折

小舟津 T 字路*を左折、*セイコーマート/ローソン

県道 238 号を鉾田方面へ（途中より県道 18 号）

県道 2 号「水戸・鉾田」方面へ（学校まで１km）

鹿行大橋東**を左折、**セルフミヤモト GS

IC からの所要時間（35km・50 分）

国道 354 号（鹿行大橋を渡って）、小舟津 T 字路*右折
県道 2 号「水戸・鉾田」方面へ（学校まで１km）

【高速バスの場合】
＜東京駅＞ 乗場:八重洲南口
（鹿島神宮方面）降車停留所：水郷潮来 BT

＜羽田空港＞ 乗場:第 1･2･国際線ﾀｰﾐﾅﾙ
（鹿島神宮方面）降車停留所：水郷潮来 BT

＜成田国際空港＞ 乗場:第 1･2･3 ﾀｰﾐﾅﾙ
（水戸/日立行き：ﾛｰｽﾞﾗｲﾅｰ）降車停留所：札

【最寄りの公共交通機関】
（学校からの送迎時間）
・JR 常磐線：高浜駅（50 分）

・鹿島臨海鉄道：新鉾田駅（15 分）
・茨城空港（30 分）
・水郷潮来 BT（40 分）○
S
・札（停留所：10 分）

IC からの所要時間（25km・40 分）
Access Map

