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2021年度 1月～
3月検定用

申し込み締め切り日を過ぎた場合は受験できません。 早めに申し込みましょう。
各検定の実施日、時間と学校行事、部活動をよく確認して申し込んでください。
申し込み後の返金には応じられません。各検定の詳細については、パンフレットをご確認ください。
検定対策は、別途お知らせします。

英検 締切日 12/７(月) ５級 2,000円 ４級 2,600円 ３級 3,900円 準２級 4,900円

ダブル 1次試験 １/23(土) ２級 5,500円 準 1 級 8,400 円 1級 10,300円
受験可 ★準 1級・ 1級は本会場 受験のみです。 他の級は村山校

2次試験 2/28(日） 1次試験の 試験時間＝１ 5:00以降・後日連絡します。

漢検 締切日 12/19(土)) 10級(小１)1,500円 ９級(小２)1,500円 ８級(小３)1,500円

検定日 1/30(土) ７級(小４)2,000円 ６級(小５)2,000円 ５級(小６） 2,000円

試験時間 ４級(中１～中２） 2,500円 ３級(中２～中３） 2,500円
１０～５級= 17:30

4~2級= 16:30 準２級(高１～高２） 2,500円 ２級（高２～高３） 3.500円

＊各級の内容は各学年終了程度です。受験級が不明な場合は担当の先生にご相談ください。

数検 締切日 1/30(土) かず・かたち検定 ゴールド シルバー 各 2,500円

検定日 3/6(土) 11級(小１)2,000円 10級(小２)2,000円 ９級(小３） 2,000円

試験時間 17:00~ 8級(小４） 2.500円 ７級(小５） 2,500円 ６級(小６） 2,500円

＊検定日に 5級(中 1 ） 3,000円 4級(中２)3,000円 3級(中３） 3,500円
【定規・コンパス・分度器・電卓】
が必要。 準 2級(高１)4.000円 ２級(高２） 4,800円 準１級(高３)5,500円
忘れた場合は電卓以外は
購入していただきます。 ＊各級内容は（ ）を目安に先生と相談ください。

＊１次、２次のみの受験生は申し込み時、合格時の賞状又はそのコピー
を提出ください。

＊１次・２次のみの受験の場合は上記金額より１，０００円割り引適用です。
＊試験時間；６級まで 17:00~、 ５級以上１９：００～

英検 JR 締切日 1/25(土) BRONZE2,500円 SILVER2,700円 GOLD 2,900円

練習期間 2/1~4/20 ＊試験日は左記日程より先生と相談の上、決定可能です。
ﾃｽﾄ期間 4/20~4/28

オンライン版です。3か月間 3か月間ご自宅で練習したのち、テスト
試験時間 ３５分~４ タブレット等で練習し、テストを受 は教室又はご自宅で行います。

５分 けます

文検 締切日 1/９(土) ４級 2,000円 ３級・準２級 3,000円 ２級 4,000円
２級

90分 検定日 2/12(金） ※書けない人は、書けるように、書ける人も、もっと書けるように!!
他の級 受験でも・社会でも大切な 読み書き伝える力を養う検定です。

60分 検定時間 18:40~ 試験時間；４~準２級＝６０分、 ２級＝９０分

※英検 1次試験合格者は、証明書を添えて申し込みください。
※注意 ： 同時期に同じ級を別会場で受験すると両方失格となります。
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＊上下の太枠内をすべて記入し、費用を添えて申し込んで下さい。 受験級の費用、合計額をご確認くださ
い。

(教室控) 生年月日、住所、、郵便番号、電話番号を必ずご記入ください。

学年 幼 小 中 高 大 ふりがな 男

年 氏名 女

生年月日 昭和・平成(西暦) 年 （ 西暦 年 ） 月 日 歳

住所 〒

電話番号 携帯番号 保護者名

１/23(土) 1/30(土） 3/6(土) 4/20~4/28 2/12(金) １次免除に該当する場
合は〇で囲む。

英検 漢検 数検 英検Ｊｒ 文検
級 級 級 ＢＲＯＮＺＥ 級 英検Ｊｒは受験級を

１次免除 あり １次のみ ＳＩＬＶＥＲ 〇で囲んで下さい。
なし ２次のみ ＧＯＬＤ

円 円 円 円 円

検定料合計 円 受付・費用領収日 ２０ 年 月 日 受け取りサイン 受領印
受領印

検定申し込みを受け取る先生へ
・氏名・生年月日・等もれなく記入されているか、級と金額があっているか、必ず確認してください。
・検定料と申込用紙は同時に受け取ってください。 申し込み用紙のみの提出は受け付けません。

生徒控 この受験票を試験当日必ず持参してください。なくすと試験を受けられない場
合がありますので、大切に保管してください。

１/23(土) 1/30(土) 3/6(土) 4/20~4/28 2/12(金） １次免除に該当する場
合は〇で囲む。

英検 漢検 数検 英検Ｊｒ 文検
級 級 級 ＢＲＯＮＺＥ 英検Ｊｒは受験級を

ＳＩＬＶＥＲ 級 〇で囲んで下さい。
１次免除 あり １次のみ ＧＯＬＤ

なし ２次のみ

円 円 円 円 円

受験者氏名 学年/年齢 検定料合計 円
受付・費用領収日 ２０ 年 月 日 受領印

受け取り講師 サイン

試験当日、自分の生年月日・郵便番号住所・電話番号が書けず、大変困ることがあるため、下記を必ずご記入ください。

生年月日 昭和 ・平成 年 (西暦 年） 月 日 歳

住所 〒

電話番号 携帯等

※郵便番号、誕生日の年号 等がわからないために、必要事項の記入に時間を要する場合があります。
御面倒でも、正確にご記入ください。 ★検定試験はﾒﾝﾊﾞｰとその家族のみ受けられます。

受験票


