
受験勉強に必要な【基礎力】を確認！

基礎学力測定
対象者：現高2生、高1生、中3生

時 間 割

実施日：2019年3月10日(日)

開始時間 終了時間 受験科目

10:00 10:40 国語

11:00 11:20 英単語

11:25 11:45 イディオム

11:50 12:10 英文法

12:20 12:50 数学ⅠA

12:55 13:25 数学ⅡB

対象者 開始時間 終了時間

英語試験終了者 12:20 12:50

数学ⅠA試験終了者 13:00 13:30

数学ⅡB試験終了者 13:30 14:00

※試験終了後に新年度科目登録説明会を行います。
該当する時間に出席してください。

塾生は受験必須‼


試験科目・配点

		教科･科目 キョウカ カモク				試験範囲 シケン ハンイ		時間 ジカン		配点 ハイテン

		英語 エイゴ		単語 タンゴ		英検3級～2級レベル エイケン キュウ キュウ		20分 フン		120点 テン

				イディオム		イディオムリストPart1		20分 フン		100点 テン

				文法 ブンポウ		動詞、不定詞、分詞、動名詞、関係詞、時制、助動詞など ドウシ フテイシ ブンシ ドウメイシ カンケイ シ ジセイ ジョ ドウシ		20分 フン		100点 テン		50台 ダイ

		数学 スウガク		ⅠA

				ⅡB

		国語 コクゴ		現代文 ゲンダイ ブン

				古文 コブン





時間割

		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		受験科目 ジュケン カモク				対象者 タイショウシャ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン

		10:00		10:40		国語 コクゴ				英語試験終了者 エイゴ シケン シュウリョウ シャ		12:20		12:50

		11:00		11:20		英単語 エイタンゴ				数学ⅠA試験終了者 スウガクイチ シケン シュウリョウ シャ		13:00		13:30

		11:25		11:45		イディオム				数学ⅡB試験終了者 スウガク シケン シュウリョウ シャ		13:30		14:00

		11:50		12:10		英文法 エイブンポウ

		12:20		12:50		数学ⅠA スウガク

		12:55		13:25		数学ⅡB スウガク






試験科目・配点

		教科･科目 キョウカ カモク				試験範囲 シケン ハンイ		時間 ジカン		配点 ハイテン

		英語 エイゴ		単語 タンゴ		英検3級～2級レベル エイケン キュウ キュウ		20分 フン		120点 テン

				イディオム		イディオムリストPart1		20分 フン		100点 テン

				文法 ブンポウ		動詞、不定詞、分詞、動名詞、関係詞、時制、助動詞など ドウシ フテイシ ブンシ ドウメイシ カンケイ シ ジセイ ジョ ドウシ		20分 フン		100点 テン		50台 ダイ

		数学 スウガク		ⅠA

				ⅡB

		国語 コクゴ		現代文 ゲンダイ ブン

				古文 コブン





時間割

		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		受験科目 ジュケン カモク				対象者 タイショウシャ		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン

		10:00		10:40		国語 コクゴ				英語試験終了者 エイゴ シケン シュウリョウ シャ		12:20		12:50

		11:00		11:20		英単語 エイタンゴ				数学ⅠA試験終了者 スウガクイチ シケン シュウリョウ シャ		13:00		13:30

		11:25		11:45		イディオム				数学ⅡB試験終了者 スウガク シケン シュウリョウ シャ		13:30		14:00

		11:50		12:10		英文法 エイブンポウ

		12:20		12:50		数学ⅠA スウガク

		12:55		13:25		数学ⅡB スウガク







試験内容について

試験範囲 時間 配点

単語 英検3級～準1級レベルまで 20分 120点

イディオム 英検3級～準1級レベルまで 20分 50点

文法
動詞、不定詞、分詞
動名詞、関係詞
時制、助動詞など

20分 50点

ⅠA
数と式、2次関数、三角比
場合の数、確率

30分 100点

ⅡB
複素数と方程式、三角関数
指数･対数関数、図形と方程式
微分･積分、数列、ベクトル

30分 100点

現代文

古文

教科･科目

現代語彙、文学史
古文単語、古典文法

40分 100点

英語

数学

国語

成績返却について
・答案の返却は、3/13(水)以降になります。

・3/13(水)17:00に受付にて順位表を掲示します。


試験科目・配点

		教科･科目 キョウカ カモク				試験範囲 シケン ハンイ		時間 ジカン		配点 ハイテン

		英語 エイゴ		単語 タンゴ		英検3級～準1級レベルまで エイケン キュウ ジュン キュウ		20分 フン		120点 テン

				イディオム		英検3級～準1級レベルまで エイケン キュウ ジュン キュウ		20分 フン		50点 テン

				文法 ブンポウ		動詞、不定詞、分詞
動名詞、関係詞
時制、助動詞など		20分 フン		50点 テン

		数学 スウガク		ⅠA		数と式、2次関数、三角比
場合の数、確率 カズ シキ ジ カンスウ サンカクヒ バアイ カズ カクリツ		30分 フン		100点 テン

				ⅡB		複素数と方程式、三角関数
指数･対数関数、図形と方程式
微分･積分、数列、ベクトル フクソスウ ホウテイシキ サンカク カンスウ シスウ タイスウ カンスウ ズケイ ホウテイシキ ビブン セキブン スウレツ		30分 フン		100点 テン

		国語 コクゴ		現代文 ゲンダイ ブン		現代語彙、文学史
古文単語、古典文法 ゲンダイ ゴイ ブンガクシ コブン タンゴ コテン ブンポウ		40分 フン		100点 テン

				古文 コブン





時間割

		開始時間 カイシ ジカン		終了時間 シュウリョウ ジカン		受検科目 ジュケン カモク		教科･科目 キョウカ カモク

								英語 エイゴ		単語 タンゴ

										イディオム

										文法 ブンポウ

								数学 スウガク		ⅠA

										ⅡB

								国語 コクゴ		現代文 ゲンダイ ブン

										古文 コブン
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