
201９年 公開組分けテスト実施要項（３月） 
 

 

●実施日時                              

 

ご注意 

集合時刻までに入室できない場合、テストを受けられません。 

遅刻のないようご注意ください。 
 

●テスト時間・配点                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日

新４年生 新５年生 新６年生

3月09日(土) 3月10日(日) 3月10日(日)

4月27日(土) 4月28日(日) 4月28日(日)

6月08日(土) 6月09日(日) 6月09日(日)

7月13日(土) 7月14日(日) －

8月31日(土) 9月01日(日) 9月01日(日)

10月05日(土) 10月06日(日) －

11月09日(土) 11月10日(日) －

12月14日(土) 12月15日(日) －

2020年 2020年

1月26日(日) 1月26日(日)
－

テスト時間 配点 テスト時間 配点

問題配付
・諸注意

２５分 － １５分 －

算　数 ４０分 ２００点 ５０分 ２００点

国　語 ４０分 １５０点 ５０分 １５０点

トイレ休憩 １５分 － １５分 －

理　科 ２０分 １００点 ３５分 １００点

社　会 ２０分 １００点 ３５分 １００点

＊テストの進行状況により、休憩時間の短縮や回収時間を延長する場合があります。

＊休憩中は参考書やノートを見たり、食事をすることはできません。

新５・６年生新４年生

集合時刻・テスト終了時刻

午前 午後 午前 午後

８：４０ １：４０ ８：５０ １：２０ 

２教科 １０：２５ ３：２５ １０：４５ ３：１５ 

３教科 １１：００ ４：００ １１：３５ ４：０５ 

４教科 １１：２０ ４：２０ １２：１０ ４：４０ 

答案回収および解答解説配付後解散

＊学年により実施日・集合時刻が異なります。受験票に記載

　された日時で受験してください。

＊入場は集合時刻20分前からです。

＊２教科＝算国　/　３教科＝算国理　/　４教科＝算国理社

新５・６年生

集合時刻

テスト終了
時刻(予定)

新４年生



●出題範囲                              

 ・詳しい出題範囲は「予習シリーズ」に添付の学習予定表に記載しています。 

 ・学習予定表は四谷大塚ドットコムの教材ページ（https://www.yotsuyaotsuka.com/kyozai/） 

  に学年ごとに掲載しています。 

 

●持ち物                                    

    □受験票（QR コードシールをテスト会場で使用します。忘れずにお持ちください） 

    □Ｂか２Ｂの鉛筆・消しゴム 

    ＊答案をスキャナーで読み込むため、文字は濃くはっきり記入してください。 

    ＊シャープペンシルおよび蛍光ペンや色鉛筆など色のついた筆記用具は使えません。 

    □腕時計（計算機能の無いもの） 

    □上履きと靴入れの袋（必要な会場のみ。受験票に記載しています） 

    □体温調節可能な服（室温管理には注意しますが、必要な方は脱ぎ着しやすい服を 

     ご用意ください） 

    ＊テスト会場で携帯電話・スマートフォンは使用禁止です。会場では電源を切って 

     ください。 

 

［重要！］ 
 上記の通り、採点は答案をスキャナーで読み込みデジタル画像化して行うため、文字が薄いと正確な

採点ができません。 

 答案記入の際は、B・２B の鉛筆を使って(シャープペンシル不可)、文字は濃くはっきりと書いてくだ

さい。また、書き直す場合は消しゴムできれいに消して、消しカスは払ってください。 

 

 

 

 

●テスト会場                             

    ・会場地図は受験票をご覧ください。 

    ・当日のテスト会場で入室する教室をご案内します。 

    ・安全な退室のため、教室により退室時間をずらす場合があります。 

    ・父母控え室はありません。 

 

◆「上履き」が必要な会場があります◆ 
受験票に「受験生上履き」または「父母上履き」の記載がある会場では、 

上履き（スリッパ等）と靴入れの袋を持参してください 
貸し出し用スリッパはありませんので、忘れずにお持ちください。 

こくはっきりした答え うすい字 消したあとが残っている 



■個人成績表の返却方法 

・塾でお申し込みの方…申し込んだ塾からお受け取りください。 

・インターネットでお申し込みの方…郵便でお送りします。 

 ▶塾での受け取り開始日およびご自宅への配達はテスト実施約 10 日後の予定です 

＊地域により到着まで更に２～３日かかる場合があります。 

●テストを欠席した場合                        

 ・振替テストの実施はありません。 

 ・欠席した場合は、後日問題・解答をお渡しします。欠席連絡は不要です。 

  お渡し方法は下記「返却資料について」をご参照ください。 

 

●テスト後の答案について                       

 四谷大塚ではお子さまの答案をスキャナーで読み込み、画像データ化して採点を行います。 

 紙面による返却はいたしませんので、パソコン（WindowsOS､InternetExplorer）をご利用いた 

 だき Web 上でご覧ください。答案の閲覧期限は１年間です（６年生は卒業時の３月末まで）。 

 閲覧手順は四谷大塚ドットコム（https://www.yotsuyaotsuka.com/exam/pdf/kaito_etsuran.pdf） 

 をご覧ください。 

 

●返却資料について                          

 ・「個人成績表」は印刷物を返却します。返却方法はお申し込み方法により異なります（下記）。 

・「結果資料集」は Web での閲覧になります。印刷物はありません。 

閲覧手順は四谷大塚ドットコム（https://www.yotsuyaotsuka.com/exam/pdf/kaito_etsuran.pdf） 

  をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 ・「個人成績表」には以下の情報が掲載されています。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ＊文中の会員は、毎週の週テストを受けている会員を示します。 

 ・氏名の表示には細心の注意をはらっておりますが、当社のコンピューター上表示できない 

  漢字は新字体になります。 

 

成績記録
各教科別、２・３・４教科ごとの得点、平均点、偏差値、順位など。
*平均点は会員の平均点です。偏差値・順位は会員の成績に照らし、該当する
偏差値・順位を表示してあります。

領域別成績
各教科の出題領域別に全体の正答率を表示。
正誤を照らし合わせる事で、自分の得意不得意分野が簡単にわかります。

偏差値度数分布
各偏差値にどのくらいの受験生がいて、自分の成績がどの位置なのか視覚的
に知ることができます。

組分け結果 「もし会員だったら、どのコース・組になるか」を知ることができます。



●週テストの受験をご希望の方は                    

 ・週テストは会員制のテストです。入会をご希望の方はお近くの四谷大塚各校舎、四谷大塚 YTnet 

提携塾、四谷大塚 NET 加盟塾または通信事業本部へお問い合わせください。 

公開組分けテスト結果のコースから週テストを受験することができます。 

 ▼こちらで塾の検索が出来ます  
 四谷大塚ドットコム  https://www.yotsuyaotsuka.com/ 

 

 ・公開組分けテスト結果による入会資格は結果到着後２週間まで有効です。有効期限を過ぎると 

  別途「入会テスト」の受験が必要になります。ご希望の方はお早めにお手続きください。 

 

（会員のみ）公開組分けテストで「志望校判定」ができます 

 週テストを受験している会員用サービスとして、公開組分けテストの結果で志望校判定  

ができるようになりました。答案を閲覧する Web サイトから判定結果を確認すること  

ができます。  

 

 



●こんなときは？                            

 

 テスト当日まで  
  Ｑ.１：テスト会場を変更したい 

  Ａ.１：会場に空きがある場合のみ、テスト９日前まで（インターネットでお申し込みの方はテスト３日 

    前まで）お受けいたします。 

 

  Ｑ.２：受験票が届かない／受験票を無くしてしまった 

  Ａ.２：インターネットでお申し込みの場合は、『お申込履歴』で申込がされているかご確認ください。 

    塾からお申し込みの場合は塾へお問い合わせください。 

 
  Ｑ.３：申込後に引っ越しで住所が変わった 
  Ａ.３：ページ下部※をご参照のうえ、お問い合わせください。 
 

 

 テスト後  
  Ｑ.４：忘れ物をしてしまった 

  Ａ.４：四谷大塚ＹＴｎｅｔセンター(03-3314-8300)へお問い合わせください。 

 

  Ｑ.５：答案が届かない 

  Ａ.５：四谷大塚ではお子さまの答案をスキャナーで読み取り、画像データ化して採点を行います。 

 紙面による返却はいたしませんので、パソコン（WindowsOS､InternetExplorer）をご利用いただ 

き web 上でご覧ください。答案の閲覧期限は１年間です（６年生は卒業時の３月末まで）。 

 手順は四谷大塚ドットコム（https://www.yotsuyaotsuka.com/exam/pdf/kaito_etsuran.pdf） 

をご覧ください。 

 

  Ｑ.６：個人成績表が届かない 

  Ａ.６：ページ下部※をご参照のうえ、お問い合わせください。 

 

  Ｑ.７：採点に関するご質問 

  Ａ.７：四谷大塚情報処理課(03-3314-2055)へお問い合わせください。 

 

  Ｑ.８：テスト問題についてのご質問 

  Ａ.８：四谷大塚出版(03-6867-8602)へお問い合わせください。 

 

 

 

 ※ご不明な点は下記にお問い合わせください 

 ■ インターネットでお申し込みの方→四谷大塚通信事業本部コールセンター(042-527-2212)へ 

 ■ 塾を通じてお申し込みの方→お申し込みの塾へ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

★四谷大塚校舎以外のテスト会場は借用会場のため、直接お電話でのお問い合わせはできません。
 

 テスト会場については下記の四谷大塚ＹＴｎｅｔセンターまでご連絡ください。 

 

     四谷大塚ＹＴｎｅｔセンター 03-3314-8300 

  電話受付時間 10:00～19:00（月～土） 9:00～18:00（日） ※テスト当日は 8:00 より 

 

     四谷大塚ＮＥＴ事業部（株式会社ナガセ衛星事業本部内） 0422-70-7100 

  電話受付時間 10:00～19:00（定休無し） 

 

     四谷大塚校舎のご案内 

       ■中 野 校 舎 03-3382-5111       ■お茶の水校舎 03-3253-2821 
       ■高田馬場校舎 03-3367-4121       ■巣 鴨 校 舎 03-3945-4281 
       ■渋 谷 校 舎 03-5456-9011       ■二子玉川校舎 03-5491-4381 
       ■蒲 田 校 舎 03-3736-5411       ■市 ヶ 谷 校 舎 03-5206-7291 
       ■豊 洲 校 舎 03-3536-7361       ■人 形 町 校 舎 03-5643-2831 
       ■勝 ど き 校 舎 03-6221-2341       ■吉 祥 寺 校 舎 0422-70-3091 
       ■立 川 校 舎 042-527-9411       ■町 田 校 舎 042-723-3461 
       ■横 浜 校 舎 045-287-4281       ■新 横 浜 校 舎 045-473-3620 
       ■あざみ野校舎 045-905-5361       ■センター南校舎 045-948-5671 
       ■新百合ヶ丘校舎 044-969-2291       ■上 大 岡 校 舎 045-846-4341 
       ■大 船 校 舎 0467-47-3411       ■津 田 沼 校 舎 047-472-6411 
       ■新 浦 安 校 舎 047-390-5371       ■柏 校 舎 04-7146-3511 
       ■大 宮 校 舎 048-658-8511       ■南 浦 和 校 舎 048-882-4311 
       ■所 沢 校 舎 04-2996-5911 

  受付時間  13:00～21:00（月～金）   10:00～18:00（土・日） 

 

     通信事業本部コールセンター 042-527-2212  

  電話受付時間 9:00～18:00（月～土）／日・祝定休 

 



 

【メモ欄】 

 



 

 

 

 保護者の皆さまへ 車での送迎について  
 

四谷大塚では以前より、公開テスト会場に受験生を車で送迎することはご遠慮いただくよう、保護者

の皆さまに強くお願いをしてまいりましたが、残念ながら一部の保護者の方にはご理解いただけず、各

テスト会場で問題となっています。 

 

送迎禁止を訴える理由は、３つあります。 

 

①受験生の安全管理 

 路上駐車であふれかえった状況下では、交通事故の

危険性は高まります。その危険はお子さまだけでなく、

他の受験生、一般の通行人にも及びます。 

万が一にも事故を起こさない－そのためには四谷大

塚・塾・会場関係者だけでなく、保護者の皆さま一人ひと

りの協力が欠かせないことをご理解ください。 

 

②テスト会場と近隣への配慮 

閑静な住宅街に大量の車両が駐車、なかにはマンシ

ョンのエントランス前や横断歩道に駐車するなどの悪質

なケースもあり、それが近隣とのトラブルに発展し、その

後借用できなくなったテスト会場があります。 

当日の天候状況が、車で送迎してよい理由にはなりません。テスト会場と近隣のことを優先して 

考え、行動願います。 

 

③受験生への教育 

四谷大塚が車での送迎禁止を訴える背景には、このように他者への共感・配慮という重要な教育的

要素を含んでいます。 

中学受験を通して、学習面の成果だけでなく、様々な能力・感性を育てたい、そう願う保護者の方も

多いと思いますが、子どもたちは、私たち大人の振る舞いを見て、学びます。 

ぜひ私たち大人全員が模範となり、子どもたちの学力と人間性を育んでいきたいと思います。 

 

 

 

一方通行の左右に路上駐車があふれ、それを避けて道
路の中央を走る自転車。その正面から対向車も。 
※公開組分けテスト会場（東京）にて 

四谷大塚では、受験生の安全管理と会場周辺の秩序を第一に考え、

車での送迎が危険・迷惑と判断した場合には即警察に通報、対処を

要請いたします。 


