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中1・中2学力確認テストの流れ

信学会窓口申込み

〈受験票の取扱所〉

ゼミナール中野校

ゼミナール須坂駅前校

ゼミナール長野北本校

ゼミナール三輪校

ゼミナール県庁前校（長野予備学校）

ゼミナール長野駅東口校

ゼミナール稲里校

ゼミナール篠ノ井駅前校

ゼミナール広徳校

※信学会事務局

ゼミナール屋代駅前校

ゼミナール戸倉校

ゼミナール上田駅前校（上田予備学校）

ゼミナール小諸校　　(小諸野岸幼稚園内 )

中野市

須坂市

長野市

千曲市

上田市

小諸市

受験票取扱所地区

ゼミナール岩村田駅前校

ゼミナール中込駅前校

※佐久長聖高校

ゼミナール茅野駅前校

ゼミナール岡谷銀座校

PASS伊那校

PASS駒ヶ根校

ゼミナール松本駅前校（信州予備学校）

ゼミナール南松本校

ゼミナール塩尻えんぱーく前校

ゼミナール穂高校

ゼミナールイオン豊科校

佐久市

茅野市

岡谷市

伊那市

駒ヶ根市

松本市

塩尻市

安曇野市

0269-26-1855

026-248-4488

026-244-5588

026-233-5677

026-228-3752

026-228-1288

026-285-4788

026-292-1288

026-214-9758

026-228-6787

026-274-0788

026-276-6688

0268-22-5588

0267-25-0988

電話番号

0267-68-5748

0267-63-5988

0267-68-5588

0266-72-9788

0266-78-6988

0265-73-6888

0265-98-8845

0263-32-5588

0263-26-5525

0263-54-6088

0263-82-5522

0263-73-6611

電話番号受験票取扱所地区

中1・中2 学力確認テスト 申込書

インターネット申込み 24時間受付中！！

「中１・中２学力確認テスト」のホームページ

きりとり線

test.shingakukai.or.jpで信学会テスト 検索

3回券（7/3・11/23・2/23）
2回券（11/23・2/23）

各回のテスト実施３日前の午後３時までに，ホームページの記入フォームにしたがって送信してください。
インターネット申込みのキャンセルはできません。欠席の場合は，代金引換郵便にて問題がご自宅に届きます。

2

1

信 学 会 事 務 局 8：30～17：30月曜～金曜

長野・信州・上田予備学校 9：00～18：00
9：00～16：00

月曜～金曜
土日・祝日

佐 久 長 聖 高 校 9：00～17：00月曜～金曜

信学会ゼミナール各校 受付は午後からです。
詳しくは，各校にお問い合わせ
ください。

信学会個別スクール
PASS伊那校・駒ヶ根校

（テスト実施前日まで受付します）

1申込み
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　前日までに信学会窓口で，または3
日前までにインターネットで申込み
をして，受験票を購入してください。
キャンセル・返金はできません。

2テスト当日
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　「持ち物」を持参し，指定された会
場で受験します。
（注）欠席された場合には「問題冊子」と「解答例」を
郵送しますので，ご自宅で自己採点をしてくださ
い。 欠席者のコンピュータ処理はしません。

3 成績表の返送
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　2ページの成績表到着予定の頃
に，ご自宅に「個人成績表」が郵便で
届きます。

4次回へ
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　「解答例と解説」を参考にして，間
違えた問題を解き直し，次回の学力確
認テストに向けて勉強しましょう。

電話での申込みはできません。

希　　望
受験会場 券　種 1回券・回数券

氏　名

ふりがな 性別

学校名男
・
女

中学校 学習友の会
会員番号

保護者
氏　名

郵　便
番　号

電　話
番　号 ━　　　　　　　━

住　所━
市
郡

該当する方は
記入してください

信学会幼稚園・保育園卒園

※信学会ピアノ教室・体育教室在籍

※ 幼稚園 ・ 保育園 平成（　　年度）卒業

校・教室　 　　　　　　　　　　番

受験番号 A B C

■の項目は必ず記入し，※はいずれかを○で囲んでください。 申込日　令和　　　年　　　月　　　日

《利用目的》
①成績処理・分析と返送および
　各種統計資料の作成
②成績優秀者の表彰
③入試結果調査

⑤信学会関連教育機関よりの
　各種ご案内

④信学会各種発行提示物

信学会では個人情報保護の観点か
ら，ご提供いただきました個人情報は，
下記の利用目的のみに使用し，細心の
注意を払って管理いたします。
また，お預かりした個人情報の取り
扱いを外部に委託することがあります。
この場合においても委託契約書を交わ
し，適切に管理いたします。
ご本人の同意なく第三者に提供する
ことはありません。

個人情報の取り扱いについて

※

※

※

は上ばきが必要な会場

※は受験票の取扱のみ。テスト会場ではありません。
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Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ

信州中学校

2月23日（祝）

〒380-0836 長野市南県町1003

長野　太郎　様
長野　花子　様

1234567

XXXXX＃

今回の成績

◯◯◯◯ （◯◯市）

□□□□ （□□市）

△△△△ （△△市）

2021年12月23日

中1 中2 学力確認テスト 日　程

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉
時間割 受験料（税込み）

特長１　教科書の内容をもとに，基本から応用まで出題
　今までの学習のまとめとして，教科書で習った知識の定着と活用力をみる問題を出題します。
　基本問題から応用問題までをバランスよく出題し，理解度を確認するとともに，高校入試に向けて，教科書にない文
章・英文の読解力や数学の文章題に取り組む力を鍛えます。

特長２　採点済み答案を組み込んだ詳細な「個人成績表」
　「個人成績表」には，全県・学区内・志望校内での総合順位はもちろんのこと，教科別・問題別成績，分野別成績がくわし
く表示されているため，教科・分野ごとの達成度と今後の学習課題を把握できます。また，採点済み答案が「個人成績表」
の中に組み込まれているので，自分で書いた文字を見直したり，正誤を正答率と比較しやすく，弱点がはっきりします。
なお毎回，「個人成績表」の紙面上で成績優秀者を表彰し，記念品を進呈します。

特長３　“回数券”受験で学力の伸びを確認
　回数券で受験すると成績が累積されるので，前回までの成績(得点と偏差値)が示され，学力の伸長が一目でわかりま
す。また，あなたの各教科の分野別正答率の推移も表示されます。〔個人成績表の★の❻，❾部分〕
　さらに，回数券では１回の申し込み手続きで，毎回同じ会場・同じ番号で受験することができます。

特長４　『答案Checkクリック・ポン』で自己分析
　返却された答案を見ながら，専用のホームページで○・×をすべて入力すると，１問ごとの分析結果がグラフで表示さ
れ，教科別に得意分野や間違いの傾向を指摘してくれます。

第2回  11月23日（祝）
出題内容 10月までの復習

第3回  2月23日（祝）
出題内容 1月までの総復習

第1回  7月3日（日）
出題内容 6月までの復習
成績表到着予定  7月22日（金）頃 成績表到着予定  12月13日（火）頃 成績表到着予定  3月15日（水）頃

　高校入試問題の6割程度は，中学1・2年の学習範囲から出題されています。定期テストに向けて基礎を確実に身に
つけ，今のうちから入試に向けて学習を積み重ねることが大切です。弱点の発見や学習の指針にご活用ください。
　信学会に通われていない皆さんも，受験できます。

〈個人成績表の見方〉
❶得点と偏差値，全県と学区内での平均
点や順位などを一覧にしています。棒グ
ラフはあなたの得点を，◆印は平均点
を表しています。
❷全県の受験者の中でのあなたの位置
を，５段階で表示しています。
❸レーダーチャートで，教科別の達成度と
得意・不得意がわかります。

❹度数分布で，受験者全体の中でのあな
たの位置がはっきりします。
❺志望校内でのあなたの順位と５段階評
価，志望校の平均点・平均偏差値などを
示しています。

❻成績の変化を，毎回比較できます。

❼採点済み答案で，正答率や設問別平均点と見比べることがで
きます。
❽出題領域別の得点や正答率と，あなたの位置を示しています。
❾分野ごとの理解度を，３段階で示しています。

※★印の項目は回数券受験者のみ表示されます。

★

❶ ❷

❸ ❹

❻

❼

❽

❾

❺

★

■ 1回券 2,800円

■ 回数券（一括申し込み）

～7/2まで

7/3～11/22

8,400円

5,600円

※「学習友の会会員」は1回2,500円に割引になります。
※キャンセル・返金はできません。

（40分）

（40分）

（40分）

■持ち物…受験票，筆記用具，直定規，
　　　　　上ばき（　マークのある会場）

1
2
3

国 語
数 学
英 語

解答配付・諸連絡

17：45～18：00
18：00～18：40
18：50～19：30
19：40～20：20
20：20～20：30

17：40

Ⅳ
Ⅱ
Ⅳ
Ⅳ

Ⅰ　　Ⅱ　　　Ⅲ　　Ⅳ　　　　Ⅴ

令和 3年度

（●）
3

■

※感染警戒レベルの変化などにより，「自宅受験」とさせていただく場合があります。

■会場の消毒／清掃
　各会場には消毒用アルコールを設置し，
机やドアノブ，階段の手すりなど，手指が触
れる箇所を適宜消毒しています。 ①ご家庭で検温していただき，発熱や風邪の症状がある場合

は，来場をお控えください。
②来場時に，消毒液で手指の消毒を行ってください。
③マスク着用で受験をしてください。

■座席配置の工夫
　３つの密（密閉・密集・密接）を
避けるため，座席の間隔を十分
にとっています。

■マスク着用
　職員は，出勤時に検温をしたうえで，
マスクを着用してテスト監督を行って
います。

■換気
　各会場の環境に合わせて，テスト時
間や休み時間の換気をこまめに行って
います。

【安心してご受験いただくために】

生徒・保護者の皆様へのお願い

▲受験会場 ●中野校　　　　　　●須坂駅前校　　　　　●長野北本校　　　　●県庁前校（長野予備学校）　　　

●三輪校　　　　　　●長野駅東口校　　　　●稲里校 　　　　　　●篠ノ井駅前校

●広徳校　　　　　　●屋代駅前校

●戸倉校　　　　　　●上田駅前校（上田予備学校）　●小諸校　（野岸幼稚園内）　

●岩村田駅前校　　　●中込駅前校

●松本駅前校（信州予備学校）　　　　　　　　●南松本校

●塩尻えんぱーく前校　　　●穂高校　　　　●イオン豊科校

●茅野駅前校　　　　●岡谷銀座校　　　　　●PASS伊那校　　　●PASS駒ヶ根校

北信地区

東信地区

中信地区

南信地区　は上ばきが
必要な会場
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信州中学校

2月23日（祝）

〒380-0836 長野市南県町1003

長野　太郎　様
長野　花子　様
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今回の成績

◯◯◯◯ （◯◯市）

□□□□ （□□市）

△△△△ （△△市）

2021年12月23日

中1 中2 学力確認テスト 日　程

〈新型コロナウイルス感染症対策について〉
時間割 受験料（税込み）

特長１　教科書の内容をもとに，基本から応用まで出題
　今までの学習のまとめとして，教科書で習った知識の定着と活用力をみる問題を出題します。
　基本問題から応用問題までをバランスよく出題し，理解度を確認するとともに，高校入試に向けて，教科書にない文
章・英文の読解力や数学の文章題に取り組む力を鍛えます。

特長２　採点済み答案を組み込んだ詳細な「個人成績表」
　「個人成績表」には，全県・学区内・志望校内での総合順位はもちろんのこと，教科別・問題別成績，分野別成績がくわし
く表示されているため，教科・分野ごとの達成度と今後の学習課題を把握できます。また，採点済み答案が「個人成績表」
の中に組み込まれているので，自分で書いた文字を見直したり，正誤を正答率と比較しやすく，弱点がはっきりします。
なお毎回，「個人成績表」の紙面上で成績優秀者を表彰し，記念品を進呈します。

特長３　“回数券”受験で学力の伸びを確認
　回数券で受験すると成績が累積されるので，前回までの成績(得点と偏差値)が示され，学力の伸長が一目でわかりま
す。また，あなたの各教科の分野別正答率の推移も表示されます。〔個人成績表の★の❻，❾部分〕
　さらに，回数券では１回の申し込み手続きで，毎回同じ会場・同じ番号で受験することができます。

特長４　『答案Checkクリック・ポン』で自己分析
　返却された答案を見ながら，専用のホームページで○・×をすべて入力すると，１問ごとの分析結果がグラフで表示さ
れ，教科別に得意分野や間違いの傾向を指摘してくれます。

第2回  11月23日（祝）
出題内容 10月までの復習

第3回  2月23日（祝）
出題内容 1月までの総復習

第1回  7月3日（日）
出題内容 6月までの復習
成績表到着予定  7月22日（金）頃 成績表到着予定  12月13日（火）頃 成績表到着予定  3月15日（水）頃

　高校入試問題の6割程度は，中学1・2年の学習範囲から出題されています。定期テストに向けて基礎を確実に身に
つけ，今のうちから入試に向けて学習を積み重ねることが大切です。弱点の発見や学習の指針にご活用ください。
　信学会に通われていない皆さんも，受験できます。

〈個人成績表の見方〉
❶得点と偏差値，全県と学区内での平均
点や順位などを一覧にしています。棒グ
ラフはあなたの得点を，◆印は平均点
を表しています。
❷全県の受験者の中でのあなたの位置
を，５段階で表示しています。
❸レーダーチャートで，教科別の達成度と
得意・不得意がわかります。

❹度数分布で，受験者全体の中でのあな
たの位置がはっきりします。
❺志望校内でのあなたの順位と５段階評
価，志望校の平均点・平均偏差値などを
示しています。

❻成績の変化を，毎回比較できます。

❼採点済み答案で，正答率や設問別平均点と見比べることがで
きます。
❽出題領域別の得点や正答率と，あなたの位置を示しています。
❾分野ごとの理解度を，３段階で示しています。

※★印の項目は回数券受験者のみ表示されます。

★

❶ ❷

❸ ❹

❻

❼

❽

❾

❺

★

■ 1回券 2,800円

■ 回数券（一括申し込み）

～7/2まで

7/3～11/22

8,400円

5,600円

※「学習友の会会員」は1回2,500円に割引になります。
※キャンセル・返金はできません。

（40分）

（40分）

（40分）

■持ち物…受験票，筆記用具，直定規，
　　　　　上ばき（　マークのある会場）

1
2
3

国 語
数 学
英 語

解答配付・諸連絡

17：45～18：00
18：00～18：40
18：50～19：30
19：40～20：20
20：20～20：30

17：40

Ⅳ
Ⅱ
Ⅳ
Ⅳ

Ⅰ　　Ⅱ　　　Ⅲ　　Ⅳ　　　　Ⅴ

令和 3年度

（●）
3

■

※感染警戒レベルの変化などにより，「自宅受験」とさせていただく場合があります。

■会場の消毒／清掃
　各会場には消毒用アルコールを設置し，
机やドアノブ，階段の手すりなど，手指が触
れる箇所を適宜消毒しています。 ①ご家庭で検温していただき，発熱や風邪の症状がある場合

は，来場をお控えください。
②来場時に，消毒液で手指の消毒を行ってください。
③マスク着用で受験をしてください。

■座席配置の工夫
　３つの密（密閉・密集・密接）を
避けるため，座席の間隔を十分
にとっています。

■マスク着用
　職員は，出勤時に検温をしたうえで，
マスクを着用してテスト監督を行って
います。

■換気
　各会場の環境に合わせて，テスト時
間や休み時間の換気をこまめに行って
います。

【安心してご受験いただくために】

生徒・保護者の皆様へのお願い

▲受験会場 ●中野校　　　　　　●須坂駅前校　　　　　●長野北本校　　　　●県庁前校（長野予備学校）　　　

●三輪校　　　　　　●長野駅東口校　　　　●稲里校 　　　　　　●篠ノ井駅前校

●広徳校　　　　　　●屋代駅前校

●戸倉校　　　　　　●上田駅前校（上田予備学校）　●小諸校　（野岸幼稚園内）　

●岩村田駅前校　　　●中込駅前校

●松本駅前校（信州予備学校）　　　　　　　　●南松本校

●塩尻えんぱーく前校　　　●穂高校　　　　●イオン豊科校

●茅野駅前校　　　　●岡谷銀座校　　　　　●PASS伊那校　　　●PASS駒ヶ根校

北信地区

東信地区

中信地区

南信地区　は上ばきが
必要な会場



‒3‒

【 　 　 　 　 　】

中1・中2学力確認テストの流れ

信学会窓口申込み

〈受験票の取扱所〉

ゼミナール中野校

ゼミナール須坂駅前校

ゼミナール長野北本校

ゼミナール三輪校

ゼミナール県庁前校（長野予備学校）

ゼミナール長野駅東口校

ゼミナール稲里校

ゼミナール篠ノ井駅前校

ゼミナール広徳校

※信学会事務局

ゼミナール屋代駅前校

ゼミナール戸倉校

ゼミナール上田駅前校（上田予備学校）

ゼミナール小諸校　　(小諸野岸幼稚園内 )

中野市

須坂市

長野市

千曲市

上田市

小諸市

受験票取扱所地区

ゼミナール岩村田駅前校

ゼミナール中込駅前校

※佐久長聖高校

ゼミナール茅野駅前校

ゼミナール岡谷銀座校

PASS伊那校

PASS駒ヶ根校

ゼミナール松本駅前校（信州予備学校）

ゼミナール南松本校

ゼミナール塩尻えんぱーく前校

ゼミナール穂高校

ゼミナールイオン豊科校

佐久市

茅野市

岡谷市

伊那市

駒ヶ根市

松本市

塩尻市

安曇野市

0269-26-1855

026-248-4488

026-244-5588

026-233-5677

026-228-3752

026-228-1288

026-285-4788

026-292-1288

026-214-9758

026-228-6787

026-274-0788

026-276-6688

0268-22-5588

0267-25-0988

電話番号

0267-68-5748

0267-63-5988

0267-68-5588

0266-72-9788

0266-78-6988

0265-73-6888

0265-98-8845

0263-32-5588

0263-26-5525

0263-54-6088

0263-82-5522

0263-73-6611

電話番号受験票取扱所地区

中1・中2 学力確認テスト 申込書

インターネット申込み 24時間受付中！！

「中１・中２学力確認テスト」のホームページ

きりとり線

test.shingakukai.or.jpで信学会テスト 検索

3回券（7/3・11/23・2/23）
2回券（11/23・2/23）

各回のテスト実施３日前の午後３時までに，ホームページの記入フォームにしたがって送信してください。
インターネット申込みのキャンセルはできません。欠席の場合は，代金引換郵便にて問題がご自宅に届きます。

2

1

信 学 会 事 務 局 8：30～17：30月曜～金曜

長野・信州・上田予備学校 9：00～18：00
9：00～16：00

月曜～金曜
土日・祝日

佐 久 長 聖 高 校 9：00～17：00月曜～金曜

信学会ゼミナール各校 受付は午後からです。
詳しくは，各校にお問い合わせ
ください。

信学会個別スクール
PASS伊那校・駒ヶ根校

（テスト実施前日まで受付します）

1申込み
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　前日までに信学会窓口で，または3
日前までにインターネットで申込み
をして，受験票を購入してください。
キャンセル・返金はできません。

2テスト当日
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　「持ち物」を持参し，指定された会
場で受験します。
（注）欠席された場合には「問題冊子」と「解答例」を
郵送しますので，ご自宅で自己採点をしてくださ
い。 欠席者のコンピュータ処理はしません。

3 成績表の返送
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　2ページの成績表到着予定の頃
に，ご自宅に「個人成績表」が郵便で
届きます。

4次回へ
▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
　「解答例と解説」を参考にして，間
違えた問題を解き直し，次回の学力確
認テストに向けて勉強しましょう。

電話での申込みはできません。

希　　望
受験会場 券　種 1回券・回数券

氏　名

ふりがな 性別

学校名男
・
女

中学校 学習友の会
会員番号

保護者
氏　名

郵　便
番　号

電　話
番　号 ━　　　　　　　━

住　所━
市
郡

該当する方は
記入してください

信学会幼稚園・保育園卒園

※信学会ピアノ教室・体育教室在籍

※ 幼稚園 ・ 保育園 平成（　　年度）卒業

校・教室　 　　　　　　　　　　番

受験番号 A B C

■の項目は必ず記入し，※はいずれかを○で囲んでください。 申込日　令和　　　年　　　月　　　日

《利用目的》
①成績処理・分析と返送および
　各種統計資料の作成
②成績優秀者の表彰
③入試結果調査

⑤信学会関連教育機関よりの
　各種ご案内

④信学会各種発行提示物

信学会では個人情報保護の観点か
ら，ご提供いただきました個人情報は，
下記の利用目的のみに使用し，細心の
注意を払って管理いたします。
また，お預かりした個人情報の取り
扱いを外部に委託することがあります。
この場合においても委託契約書を交わ
し，適切に管理いたします。
ご本人の同意なく第三者に提供する
ことはありません。

個人情報の取り扱いについて

※

※

※

は上ばきが必要な会場

※は受験票の取扱のみ。テスト会場ではありません。


