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全全国国統統一一中中学学生生テテスストト受受験験ののししおおりり  

                  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【決勝大会】日程：１１月中旬  会場：未定  （中学３年生のみ） 

【入会テスト待生】アチーブ進学会の入会（特待生）試験を兼ねます。 

 

 

 

 

会員・ゼミ生 

先行案内です！ 

9／26(日) 
 

８月８日(日)より受付開始 

日 

10.3１ 

 

対策授業 

http://www.toshin.com/chugaku/toitsutest/
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全国統一中学生テスト   実施スケジュール  

ステップ１   ９/２６(日) 過去問題対策              ☞ Ｐ３  

過去の問題を演習して出題形式をつかみます（過去問題・対策プリント無料進呈） 

ステップ２   １０/３１（日） 全国統一中学生テスト       ☞ Ｐ４ 

     受付 ８：２０  統一テスト ８：５０～１２：３０ 
 

ステップ３  １０/３１（日） 見直し会                 ☞ Ｐ５ 

  自分の回答を見ながら間違えた問題を解きなおし、クリアしていくことで 

やる気と自信を高めます。 

イベント   １１/ ３（水・祝） 進学説明会（生徒・保護者） ☞Ｐ５ 

             高校の先生より直接お話を聞くチャンス。個別相談もできます。 
 

ステップ４  １１/１３（土）～１９（金） 個別学習アドバイス  ☞Ｐ６ 

成績表の結果をもとに保護者の方と面談しながら学習アドバイス。普段の学

習や子育てのご相談にも応じます。 
 

お申込方法   

インターネット（[当会ＨＰ]-[ 全国統一中学生テスト(６月)]）からテスト申込、対策授業、見

直し会、セミナー、成績表返却予約の登録を行ってください。 

【前回（２０２１年６月）受験された方】 

[当会申込フォーム] からお申込みください。これで手続きは完了です。  

【今回はじめて受験される方】 

 [当会申込フォーム] からお申込みください。いっしょに [東進申込フォーム]（リンクあ

り）でも申し込みいただく必要があります。両方申し込んで手続きが完了です。 

（[東進申込フォーム]がまだオープンしていない場合は当会が代行します） 

 

 

 

夢夢へへのの４４スステテッッププ  

  



3 

 

ステップ１ ９９／／２２６６((日日))    過過去去問問題題対対策策  

本番に向けて、実際の会場でハイレベルな過去の問題にチャレンジ！ 

■全国統一テスト過去問題対策 時間割 (8:45着席) 

8：20～ 8：40   受 付 

①   9：00～ 9：40 英    語   （第３教室） 

②  9：50～10：30 数    学   （第３教室） 

③  10：40～11：20 国     語   （第３教室） 

④  11：30～12：10 解答配布 ・ 見直し 

⑤   12:10～12:20 解散 

■ 持ち物 

筆記用具（HBまたは Bのえんぴつ・プラスチック製消しゴム） ・上履き 

■ お願い 

マスク着用・上履き持参に協力ください。  
 

困ったことは即日解決！お問い合わせください！ 

☆Ｆｏｒ ＹＯＵ あなただけの個別指導☆ 

  検定対策・面接対策・作文対策などあなただけの授業 

☆京大生の個別指導☆ 

  京大生が教えてくれる授業（オンライン授業） 
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ステップ２ １１００／／３３１１（（日日））   全全国国統統一一中中学学生生テテスストト   

日程 

２０２１年１０月３１日 (日)  

 受付 8:20～8:40 

着席 8:45 

解散 12：30 

※マスク着用・上履き 

持参に協力ください。 

実施会場 

アチーブ進学会 柳津校  （岐阜市柳津町宮東１－８０  www.academion.com  ） 

教科・出題範囲 

 

対象 

中学３年生・２年生・１年生    受験学年部門を選択しお申込みください。 

（全学年統一部門）  中１～３生受験可    

 （中２生部門）   中２・１生受験可       （中１生部門） 中１生のみ受験可試 験形 

試験形式 

マークシート形式   筆記用具 （HBまたは Bのえんぴつ・プラスチック製消しゴム）  

資料返却方法 

個別学習アドバイス期間    １１/１３ (土）～１１/１９ (金)  

個別学習アドバイス以降の資料返却 

１１／２０（土） より校舎受付にてご返却させていただきます。 

 

 

教 科 配 点 時  間 

ガイダンス 10分  8:50～ 9:00 

英 語 200点 60分  9:00～10:00 

数 学 200点 60分 10:10～11:10 

国 語 200点 60分 11:20～12:20 

学年部門  教 科 出 題 範 囲 

全学年統一 

英数国 

３教科とも中学履修全範囲  古典・リスニング含む 

中 2生 

国語は古典含む  

数学は中１履修全範囲・連立方定式・関数・思考力問題 

英語は英検４級から３級程度・リスニング含む  

中 1生 

国語は古典なし 

数学は小学履修全範囲・一次方程式・思考力問題 

英語は英検５級から４級程度・リスニング含む  

前回アチーブで受験したことがある方は、当会

ＨＰ[統一テスト申込フォーム]の登録でＯＫ。

登録情報に変更がある方は、新しい情報を入力

してください。 
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ステップ３ １１００／／３３１１((日日))  見見直直しし会会  

テストは見直しが肝心。お子様に自信とやる気を抱いていただくきっかけに！ 

■全統中テスト  時間割 （受付 13：10～13：25） 

 時間/学年 中１生から中３生 

13：25～13：30  インフォメーション 

①  13：30～14：10 英 語  (第３教室) 

②  14：20～15：00 数 学  (第３教室) 

③  15:10～15：50 国 語 (第３教室) 

④  16：00～16：40 教科別見直し (第３教室) 

⑤  16：40～17：00 各種インフォメーション・解散 

■持ち物  

全国統一中学生テストで実施したテスト問題 ・筆記用具  ※マスク着用・上履き持参に協力ください。 

イベント １１/３（水・祝） 進学説明会（生徒・保護者）  ※詳しくは当会 HP  

午後の部 進進学学説説明明会会 第３教室 個別相談・第２教室 

 

13:10 ～ 13:30 受付・当日インフォメーション 

13:30 ～ 14:00 P1 鶯鶯谷谷中中学学校校・・鶯鶯谷谷高高校校  

鶯谷中学・高校の魅力お伝えします！ 

         事務課長 古田 義樹 先生  

C1  聖徳高校 

   聖徳中学 

 

14:20 ～ 14:50 P2 岐岐阜阜聖聖徳徳大大学学附附属属中中学学 

教頭 不破 幸雄 先生 

「聖徳中入試」 必勝対策 

C2 鶯谷中高 

  聖徳高校 

 

15:10 ～ 15:40 P3 岐岐阜阜聖聖徳徳大大学学附附属属高高校校 

渉外部部長 山川 竹之 先生 

今今年年のの奨奨学学生生入入試試ははここううだだ！！  

C3 聖徳中学 

   鶯谷中高 

 

 

16:00 ～ 16:30 P4 アアチチーーブブ進進学学会会            

代表  綾部 宏明      

後後悔悔ししなないい、、キキミミへへののメメッッセセーージジ  

C4 希望校  

ご要望に応じて調整のうえ決定 

 

お申込み方法 

テストと一緒にお申込み。インターネット（[当会ＨＰ]- [全国統一小学生テスト(１１月)]）。 
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ステップ４ １１１１//１１３３（（土土））～～１１９９  ((金金)) 個別学習アドバイス 

がんばった成果をしっかりと分析。次にどのようにつなげていくかがポイント！ 

 

今回のテストの成績表にもとづいて、以下の日程

で個別学習アドバイスを行います。希望日時を

当会ＨＰよりお申込みください。保護者の方だけ

でもかまいませんが、ふりかえるのは生徒ですか

ら同席できると効果的です。日時の詳細はメール

で決定いたします。 
 

■ 個別学習アドバイス 日程表 

日  程  １３（土）～１９日（金）※水除く 

時間帯  
平日は１４：００－１６：００ 土日は９：００－１２：００

（詳細は申込フォームでご確認ください） 

 

成績表は郵送しておりません。 

個別学習アドバイスにご参加できなかった方は、以下の期間に校舎窓口にて返

却させていただきます。ご予約日時に受験票をご提示のうえお受け取りください。 

ご参加いただけなかった場合  校舎返却期間  11/20（土）～ 11/26（金）   

 

ご来塾時刻が前後されますと対応できません。都合が悪くなった場合は、メール

（achieve@academion.com） にて、必ず再予約をお願いします。 

 

上記期間でも受け取れなかった場合は 宅急便送付（930 円着払）となります。 

 

過去に受験したことがある方は、前回の受験票をご用

意ください。過去のテスト成績の履歴が引き継がれま

す。（アチーブで受験したことがある方は「かんたん

申込」でお申し込みいただけます。） 
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よくあるご質問（Q＆A） 

 

Ｑ．テストはむずかしいですか？ 範囲は？ 

Ａ．学校のテストにくらべるとむずかしいかもしれません。 

教科書レベルの問題から思考力や応用力をためす問題までバランスよく出題されます。学年ごとに成績が集計されるので、１・

２年生も習った範囲をしっかりと取り組むことで十分対応できます。自信をもって臨んでください。 

 

Ｑ．前回成績が悪かったのですが… 受けても大丈夫でしょうか？ 

Ａ．大歓迎です！ 

中学校の定期テストにくらべると応用力や思考力を問う問題の比率が大きいので、今までとったことがないような点数を取っ

てしまう子がほとんどです。失敗は成功の母。学力的にも精神的にも成長できるようにチャレンジしましょう！ 

 

Ｑ．前回、別の会場で受けたのですが、成績の履歴を引き継げますか？ 

Ａ．引き継げます。ただし、受験番号が必要です。 

お申し込み時に前回の受験番号を入力してください。前回の成績とひもづけします。前々回以前の成績は引き継げません。 

 

Ｑ．受験票はいつ送られてきますか？ 

Ａ．１週間前から送付します。それ以降のお申込みは、当日会場にてお渡しします。 

試験日８日前までにお申し込みいただいた方は、直前のご案内といっしょに順次送付いたします。それ以降のお申し込みの場

合は、メールで内容を確認させていただき、受験票は当日会場にてお渡しいたします。 

 

Ｑ．校舎周辺の道順がわかりません。 

Ａ．ホームページに写真つきのくわしい案内があります。 

アチーブ進学会のホームページから［アクセス］をご覧ください。（8 ページに地図掲載） 

 

Ｑ．急に参加できなくなりました。どうすればいいですか？ 

Ａ．メールでご連絡ください。 

 

Ｑ．対策講座や見直し会にはみんな参加するのですか？ 

Ａ．大盛況です。多くの方が参加されています。 

予定があえばほとんどの生徒が参加されています。また、見直し会では成績表の配布や成績表彰式も行っています。わかりや

すい対策授業やアチーブだけのプレゼント企画もあり、テスト本番より楽しみにしている子どもたちが多いです。 

 

Ｑ．対策授業や見直し会には保護者も同伴しないといけませんか？ 

Ａ．いいえ。お子様だけで結構です。 

子どもたちがグループで学びあえるような授業を行いますので、お子様だけでお気軽にご参加ください。 
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Ｑ．上の子が終わるまで下の子を待たせてくれますか？（見直し会・対策講座） 

Ａ．大丈夫です。 

１階に待合スペースがありますので、お兄さん、お姉さんが終わるまで待ちいただくことができます。飲食も可能ですので、

軽食、できれば、読みたい本や勉強道具などを持参させてください。 

 

Ｑ．食事スペースありますか？ 

Ａ．１F にフリースペースがあります。 

お弁当、水稲をお持ちいただいても大丈夫です。自動販売機もありますのでご利用ください。（70 円～９０円） 

 

Ｑ．教育セミナー・進学説明会だけの参加でもかまいませんか？ 

Ａ．お気軽にご参加ください。 

お子様の都合があわないけれど、セミナーで勉強したいとお考えの保護者の方やお子様の参加も歓迎いたします。普段なかな

かお会いできない先生方による「ここだけのスペシャルセミナー」をぜひご活用ください。 

 

Ｑ．個別学習アドバイスに参加できません。どのようにすればよいですか？ 

Ａ．個別面談期間終了後にご都合がよい日程にお越しください。 

ご都合があわず個別学習アドバイスに参加できなかった方は、個別面談期間終了後に窓口で返却いたします。 

 

Ｑ．駐車場はありますか？ 

Ａ．ありますが、公共交通機関をご利用ください。 

校舎南側に 専用駐車場（１０台） がございますが、十分ではありません。 

近隣に 開放駐車場 がございます。送迎だけならそちらをご利用ください（柳津公民館／振興事務所､徒歩１分） 

 

力をあわせて高めあえる仲間をお誘いください！ 

 


