
 

なが模試は、長野県内全地域を対象とした全中学生対

象の本格的高校入試会場模試です。実際の公立高校

入試の出題傾向にあわせた問題と、詳細な成績分析・

合否判定で、志望校合格をバックアップします。 

• 長野県内の中学 3 年生のおよそ 3 人に 1 人が受験! ※2020 年度実績 

• 県内 250 の受験会場を設置。お近くの会場を選んで受験できます。 

• 4 校までの志望校判定と各教科の学力を分析した成績表で、合格を後押し ! 

 

★持ち物 筆記用具（鉛筆・消しゴム・シャープペンも可）、直定規、コンパス、昼食、 

★時間割（予定） ※一部変更の可能性があります。 

★お支払方法 

①会員様⇒指導料と一緒にお支払いいただき

ます。（口座振替かお振込み） 

②外部生⇒お申込時にご案内します。 

 

★当日の服装 

 入試本番の雰囲気づくりのため、中学校の制

服でご来場ください。 コロナウィルス感染拡大

防止のため、マスク着用にご協力ください。 

 

★出題範囲  ※表中の●印の内容が新出事項（または中心となる事項）で、既出単元も出題範囲です。 

国語 数学 社会 理科 英語

文学的文章 １・2年学習領域の総復習 第一次世界大戦と日本 受け身

説明的文章 式の乗法，除法 大正デモクラシーの時代 現在完了（完了・経験）

文法/言語事項 因数分解 長文読解

古典 作図 リスニング

文学的文章 平方根 世界恐慌と日本の中国侵略 水溶液とイオン 現在完了（継続）

説明的文章 作図 第二次世界大戦と日本 酸，アルカリとイオン 長文読解

文法/言語事項 化学変化と電池 リスニング

古典

文学的文章 二次方程式 戦後日本の出発 現在完了進行形

説明的文章 二次方程式の利用 冷戦と日本の発展 長文読解

文法/言語事項 作図 現代社会と私たち リスニング

古典 人権と日本国憲法

文学的文章 関数とグラフ 地理・歴史の全範囲 遺伝の規則性と遺伝子 分詞

説明的文章 関数y=ax2の値の変化 これからの人権保障 生物の多様性と進化 長文読解

文法/言語事項 いろいろな事象と関数 現代の民主政治 リスニング

古典 作図

文学的文章 図形と相似 地理・歴史の全範囲 物体の運動 後置修飾

説明的文章 平行線と線分の比 国の政治の仕組み 力のはたらき方 関係代名詞

文法/言語事項 相似の利用 地方自治と私たち 長文読解

古典 作図 リスニング

文学的文章 円の性質 地理・歴史の全範囲 エネルギーと仕事 間接疑問文

説明的文章 三平方の定理 消費生活と市場経済 地球の運動と天体の動き 仮定法

文法/言語事項 標本調査 市場経済の仕組みと金融 月と金星の見え方 長文読解

古典 作図 財政と国民の福祉 持続可能な社会をつくるために リスニング

第7回（１月）

第2回（７月） １・2年学習領域の総復習

第3回（８月）

第4回（10月） 生物の成長と生殖

第5回（11月）

第6回（12月）

 

時限 教科 時間 備考 

集合・入室 ９：１０までに入室 ９：２０～必要書類記入 

１ 国語 ９：３０～１０：２０（５０分） 休憩１０分 

２ 数学 １０：３０～１１：２０（５０分） 休憩１０分 

３ 社会 １１：３０～１２：２０（５０分） 昼食４０分 

４ 理科 １３：００～１３：５０（５０分） 休憩１０分 

５ 英語 １４：００～１４：５０（５０分） リスニング含 

中学３年生の皆様へ 



★受験料 

①４，１００円（税込）  教室での受け取りのため、到着後３日～７日後になります。 

②４，５００円（税込）  成績表ご自宅送付希望の方 （送料４００円を含みます） 

           ※結果が出てからすぐに成績表が欲しい方は②をお選びください。    

★お支払方法 

○会員様（受講生）⇒受験月の月謝（指導料）と合わせてお支払いいただきます（口座振替またはお振込） 

○一般生（外部生）⇒お申し込み時にご案内します。 

 

★受験会場 

○ＫＡＴＥＫＹＯ学院 松本駅前校 

※松本エリアは松本駅前校のみ開催です。 

（筑摩野中学校前校・村井駅前校の生徒さんは松本駅前校もしくは塩尻駅前校で

の受験をお願い申し上げます。申し込みは WEB からもしくはこの用紙をお使い

ください） 

★お申込み方法 

      

 

   

   QR コードのリンク先からか 

下記 URL からお申込みください。 

 https://katekyo-nagano.com/form4                  下記に必要事項をご記入のうえＦＡＸにて送信ください。 

  

――――――――――――――――――――――――  受 験 お 申 込 み  ―――――――――――――――――――――――――― 

受験を希望されるすべての回と結果のお受取り方法（青字）に○をしてください。（複数回お申込みが可能です） 

 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回 

実施日 7 月４日（日） 8 月 29 日（日） 10 月 10 日（日） 11 月 7 日（日） 12 月 5 日（日） 1 月 9 日（日） 

会場 松本駅前校 

塩尻駅前校 

松本駅前校 

塩尻駅前校 

松本駅前校 

塩尻駅前校(満席) 

松本駅前校 

塩尻駅前校(満席) 

松本駅前校 

塩尻駅前校 

松本駅前校 

塩尻駅前校 

申込締切日 6 月 23 日（水） 8 月 5 日（木） 9 月 29 日（水） 10 月 26 日（水） 11 月 24 日（水） 12 月 21 日（火） 

受験申込み 受験する・しない 受験する・しない 受験する・しない 受験する・しない 受験する・しない 受験する・しない 

結果受取方法 ①教室にてお受け取り（４１００円）  ・   ②ご自宅へ送付（４５００円） 

生徒名 

フリガナ  性 別 男 ・ 女 

漢字氏名  学校名             中学校 

保護者名 
フリガナ  電話 

番号 
 

漢字氏名  

住所 

〒                        マンション・団地名 部屋番号もご記入ください。 

 

 ※お申込後のキャンセル（体調不良含）・会場変更はできませんのであらかじめご了承ください 

ＦＡＸお申込み WEBからお申込み 


