2020年実施 札幌日大中学入試対策

入試プレテスト

受験生用案内

（６年生対象）

主催

札幌日本大学中学校

申し込み・受験のご案内
2021年度札幌日本大学中学校入試対策として，開校以来続けております「札幌日大中入試プレテスト」開催を
ご案内します。今年で19回目を迎えるプレテストは，北海道で最も歴史あるものです。例年多くの合格者を輩
出される学習塾の精鋭児童が参加され，また，本入試受験者の８割がプレテスト受験者となっており，その内，
７割が本試験の合格者となっています。
入試プレテスト受験者には「出願相談会」での個別アドバイスもあり，大変有意義なプレ模試として定着してい
ます。2021年度入試においては，新型コロナウィルス拡散が心配されており，万が一，受験生が感染された場
合や濃厚接触者に指定された場合の入試代替（別紙詳細）となっていますので，プレテストの受験を推奨いたし
ます。尚，お申し込みは通塾されている学習塾経由と個人での申し込みと２種類から選択が可能です。学習塾と
本校で申し込みの委託をお願いしている場合がありますので，受験希望の場合は学習塾にご相談ください。

１．申し込み方法は学習塾にて申し込みを取りまとめていただく「学習塾申込」と個人で本校に直接申し込
みをいただく「個人申込」があります。「個人申込」をご希望の場合は，本校ホームページ「資料請
求」より，申し込み書の入手をお願いいたします。
２．学習塾経由にて申し込み希望の場合は，通塾されている学習塾の先生にご相談ください。
３．学習塾様にて新規に学習塾申し込みをご希望される場合は，本校にご連絡をお願いいたします。手続き
をご紹介いたします。

■申し込み方法～返却までの流れについて■
申込書のとりまとめ
とりまとめ締切日

学習塾申込

個人申込

申込者→学習塾

申込者→本校

10月7日（水）

10月14日（水）

①申込者銀行振込（本校所定振込書）→学習塾
受験料のお支払い

②申込者（現金）→学習塾

申込者により銀行振込

③本校より学習塾へ請求書発行（実施後）

（本校所定振込書）→本校

学習塾の指示方法でお支払い

受験料

受験票の返却
学習塾への返却日
受験票返却後の変更
答案・成績表の返却
学習塾への返却日
申込者の成績データ
答案・成績表の質問

①４教科入試型

2,000円

②総合学力入試型（適性検査）

2,000円

③両タイプ受験型

3,000円

①４教科入試型

2,600円

②総合学力入試型（適性検査）
2,600円
③両タイプ受験型

3,600円

本校→学習塾→申込者

本校→申込者

10月13日（火）

申し込み書受理後

申込者→本校

申込者→本校

10月21日（水）まで

10月21日（水）まで

本校→学習塾→申込者

本校→申込者へ郵送

11月13日（金）予定

11月17日（火）予定

本校→学習塾

個人情報取り扱いにより，学習塾

11月13日（金）予定

へは提供できません

申込者→本校

11月末まで

申込者→本校

11月末まで
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実施要項
■実施日

2020年10月24日（土）・25日（日） いずれかの日程を選択受験

■試験教科・試験時間・配点
入試型

教科・分野

試験時間

配点

国語

60分

120点

算数

60分

120点

理科

40分

80点

社会

40分

80点

国語・社会分野

60分

150点

算数・理科分野

60分

150点

４教科入試型

総合学力入試型（適性検査型）

■試験時間割
【４教科型受験希望者】
集合時間

8:20

出欠確認

8:30 ～

国語

8:50 ～

集合時間

算数

10:10 ～ 11:10

理科

11:30 ～ 12:10

社会

12:30 ～ 13:10

13:20

出欠確認

8:40
9:50

【両タイプ受験希望者】

【総合学力型受験希望者】
13:30 ～ 13:40

総合学力
国語・社会分野

総合学力
算数・理科分野

集合時間

8:20

出欠確認

8:30 ～

8:40

国語

8:50 ～

9:50

算数

10:10 ～ 11:10

理科

11:30 ～ 12:10

社会
総合学力

12:30 ～ 13:10

総合学力

15:10 ～ 16:10

13:50 ～ 14:50

15:10 ～ 16:10

（国・社）
（算・理）

13:50 ～ 14:50

両タイプ受験希望者は昼食を持参してください

■試験会場

札幌日本大学中学校

北広島市虹ヶ丘５丁目7-１

■出題範囲（入試範囲に準じる）
■実施日外受験の仕方

10月24日・25日の
基準日外受験について

採点・成績処理
*代替入試への使用

学習塾申込

個人申込

学習塾の先生にご相談ください。
①学習塾で後日実施していただける場合
②申込者が自宅で解答する場合
の方法があります。
いずれの場合も10月29日までに答案を本校にお
渡しいただきます

申込者による自宅解答可
（10月29日までに答案を本
校にお渡しいただきます）

基準日と同様の処理

基準日と同様の処理

使用できません

使用できません

*代替入試については，本冊子5・6頁を参照ください
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申し込み方法【個人申込みの場合】
本校ホームページの「資料請求」よりプレテスト案内・申込書を請求してください
記入例

①申込書
銀行より返却される部分

④返信用宛名
③郵送要宛名

②銀行が回収する部分

（1）記入例に従い，①申込書に必要事項を記入してください。
（2）記入した申込書に受験料を添えて，銀行窓口にて受験料をお納めください。尚，振り込み手数料
はご負担願います。
（3）銀行でお支払い後，銀行が①申込書をお返しします。その返却されたものを本校宛郵送してくだ
さい。郵送時は「返信用宛名」も必ず同封してください。

■出願相談会案内（プレテスト受験者対象）■
本プレテスト受験者を対象とした「出願相談会」を次の要領で実施いたします。申し込み方法は，答案・
成績返却時にご案内いたします。
１．実施日
11月28日（土）9時00分受付
２．内容
（1）全体会（予約不要）
9時30分～10時30分
（2）個別相談会（予約制） 10時30分～
予約制にて１組20分の時間をとり，個別のアドバイスをいたします
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札幌日本大学中学校受験をお考えの皆さまへ重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)拡散の状況は，未だ不透明な状況が続いております。今
後も拡散に関する状況は想定がつきませんが，入学試験時期に感染が拡散し，社会的な規制や学校
運営への影響が発生することも想定されます。万が一，入学試験の実施が困難な状況となりました
場合の混乱を防ぐため，また，受験生の心情を鑑み，予め本校の対応を次の通りお知らせすること
といたしました。ご理解いただけますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)拡散状況に応じた「2021年度入学試験」の対応
１．入学試験の時間短縮措置を行なう場合

（１）2021年１月７日（A日程）
① ４教科入試から「国語（60分）」「算数（60分）」の２教科入試といたします。
② 特待生制度等は予定通り実施いたします。
（２）2021年１月９日（B日程）
① ４教科入試から「国語（60分）」「算数（60分）」の２教科入試といたします。
② 総合学力入試「面接」を廃止し，「国語・社会分野（60分）」「算数・理科分野（60分）」の
２分野入試といたします。
（３）対応措置の発表・発表方法
対応に関する判断は，原則として入学試験３日前といたしますが，緊急の場合も想定し「1月6日」
「1月8日」17時にホームページにて実施対応をお知らせいたします。

２．入学試験を延期とする場合

（１）原則として入学試験３日前に延期の有無を発表いたしますが，緊急の場合も想定し「1月6日」
「1月8日」17時にホームページにて実施対応（延期する日程も含め）をお知らせいたします。

３．入学試験を中止する場合

（１）1月7日・9日 両日ともに中止する場合
① 2020年10月24日（土）25日（日）に実施いたします「札幌日大中入試プレテスト」の成績に
より，本校への入学可否（特待生・SAコース・Aコース）を決定いたします。

出願後に入試を中止した場合

出願前に入試を中止した場合

出願者に対し，出願書類に基づき，プレテス
トの得点を入試の得点として入学可否を決定
します。
・A日程，B日程それぞれを決定します。
・専願出願，英語資格出願，帰国生子女出願
は出願書類に基づき入試加点いたします。
・A日程では「特待生入試」も実施いたします。

1）プレテスト申込者に対し，本校に対する
「入学意志」確認を文書にて案内します。
2）本校へ「入学意志」のある方は，「入学試
験要項」に準じて『出願』をしていただきます。
3）出願された出願書類に基づき，「出願後に
入試を中止した場合」に準じ入学可否を決定し
ます。入試加点も実施します。

（２）1月7日の入試を中止する場合
① １月9日入試へ振り替え１日日程入試といたします。
② 特待生入試も1月9日入試へ振り替えます。
（３）1月9日の入試を中止する場合
① １月６日までに中止を決定した場合は，1月７日入試へ振り替えます。
② １月８日以降に中止をした場合は，１月７日入試の１日日程入試といたします。
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４．受験生が新型コロナウィルスに感染 もしくは 濃厚接触者に指定された場合

（１）追試験受験可能な場合
① 追試験実施日 2021年１月17日（日）
② 指定機関において新型コロナウィルス感染「陰性」の証明を得られる場合においてのみ追試験
の受験を認めます。
③ 追試験に合格した場合は「必ずご入学」をしていただける条件となります。
④ 新型コロナウィルス感染者・濃厚接触者は，別室受験もお受けできません。
（２）追試験を受験できない場合
2020年10月24日（土）25日（日）に実施いたします「札幌日大中入試プレテスト」の成績に
より，本校への入学可否（特待生・SAコース・Aコース）を決定（3の入学試験を中止する場合
の（1）に準じて実施）いたします。
（３）追試験の流れ （追試験は「４教科入試のみ」実施となります）
新型コロナウィルスに感染・濃厚接触者に指定された場合 及び インフルエンザに感
染・疑い（従来から実施）のある場合
「追試験受験申請」及び「入試プレテストでの合否判定申請」は，
１月７日 志願者→「１月７日 午前９時までに，電話にて連絡をお願いします」
１月９日 志願者→「１月７日 午前９時までに，電話にて連絡をお願いします」
追試験受験希望の場合

入試プレテストでの合否判定希望の場合

1）診断書の提出
2）追試験合格の場合，合格された場合は
入学をお願いすることの確認をいたしま
す

1）診断書の提出
2）入試プレテストでの合否判定の場合，
合格された場合は入学をお願いすること
の確認をいたします

５．入学試験出題に関する変更について
（１）出題難易度の易化について
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)拡散の状影響を受け，3月～6月を中心として，小学校の
休校や学習塾の休業があったことから，児童の学習面への影響も考え，次のように出題の難易度を
易化することといたしました。ご不明な点がございましたら，本校までお問い合わせください。
●A日程【１月７日】
入試形式
４教科入試

入試教科
４教科（400点）

2020年度入試結果

平均点

169.5

平均点得点率

42.4%

2021年度入試

設定平均点得点率

55.0%

【合格目標ライン】

特待生：４教科得点率75%・SAコース：４教科得点率70%・ Aコース ：４教科得点率50%

●B日程【１月９日】
入試形式
４教科入試
総合学力入試

入試教科
４教科（400点）
総合学力（300点）

2020年度入試結果

平均点

155.6
158.5

平均点得点率

38.9%
52.8%

2021年度入試

設定平均点得点率

60.0%
60.0%

【合格目標ライン】

SAコース：４教科得点率80% : Aコース ：４教科得点率55%

（２）国語の出題分野の統一について
2020年度入試

2021年度入試

１月７日入試

大問２題を出題

変更なし

１月９日入試

大問３題を出題

・大問２題に変更（現行の大問2と3を廃止）
・出題分野を７日入試に準じる内容とする
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10月24日（土）・25日（日）のご案内
新型コロナウィルス感染症拡散防止に関する取り組みにご協力いただけますようお願いいたします。状況に
より，校舎内に入館される際に「検温」をお願いする場合があります。また，マスクの使用及び入館時の手
の消毒は必ずお願いしておりますのでご協力お願いいたします。
１．送迎に関するお願い
本校への来校は、公共交通機関をご利用ください。最寄駅はJR千歳線・上野幌駅です。下車後徒歩約８
分です。駐車場は駐車台数には限りがございます。ご理解、ご協力をお願いいたします。

２．控え室のご案内
当日は，保護者用控え室として体育館を開放いたしますが，ご利用いただく人数により「三密」状態を回
避するため，ご利用の人数を制限をさせていただく場合がありますので，予めご理解ご了承いただきますよう
お願いいたします。

３．個別相談会のご案内
24日・25日とも 「個別相談会」を行ないます。ご希望される場合は，個別相談会場（当日掲示）にお
出でください。受付順で相談を承ります。

札幌日本大学中学校・高等学校
Sapporo Nihon University Junior and Senior High School

〒061-1103 北広島市虹ヶ丘5丁目7番地1

TEL.011-375-5311 FAX.011-375-2646

