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総合型選抜試験（A日程入試）において はじめにご確認いただきたいこと  

 

総合型選抜方式（A日程入試）募集について、Nパス（長野日大パスポート）認定を利用した複数

回の来校による試験を受けることができます。N パス認定を受けることで、総合型選抜方式（A 日

程）の受験を有利に進められます。 

本校と受験生が複数回の受験機会を経ることによって、より良い関係のもとで、受験生が本校の

学びや教育についての理解を深め、入学後の学びに直結させることができる受験生を選抜します。 

はじめに以下の表により Nパスを利用した総合型選抜（A日程）入試全体のスケジュールを確認し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〇 Nパス（長野日大パスポート）認定までの流れ 

事項 日程 内容 

課題への 

取り組み期間 

7月 19日(火)から 

7月 31日(日)まで 

本校ホームページから「Nパス認定用課題レポー

ト」を期間内に取得し、取り組んでください。 

Nパスエントリ

ー期間 

 

8月 1日(月)から 

8月 8日(月)まで 

本校ホームページからエントリーを済ませ、 

「N パス認定用課題レポート」「活動歴申告書」

「※1外部テスト個人票（写し）」「※1外部検定

成績（写し）」を郵送してください。 

（N パスエントリー用の封筒表面用紙を角２号

サイズの封筒に貼り付け、郵送してください。） 

Nパス認定 

「チャレンジ」 

8月 21日(日) 

9時 00分集合 

9時 30分より学力検査 

 10時 50分より個人面接 

 終了した受験生から解散 

エントリーした受験生は学力検査を受験しま

す。 

国語・算数・英語の 3教科を含めて 60分 

学力検査終了後、「N パス認定用課題レポート」

のプレゼンテーション、質疑応答を含む個人面

接（20分以内）を行います。 

Nパス認定通知 8月 29日(月) 

認定の可否については、エントリーの際に登録

いただいたメールアドレスに連絡します。認定

されなかった受験生は、「リトライ」へのエント

リーができます。 

認定者には「Nパス認定証」を郵送します。 

 

▼「チャレンジ」で不認定となった場合 

Nパス認定 

「リトライ」 

9月 4日(日) 

9時 00分集合 

9時 30分より学力検査 

 10時 50分より個人面接 

 終了した受験生から解散 

「チャレンジ」で不認定となった受験生は「リト

ライ」でもう一度 N パス認定に挑戦することが

できます。 

国語・算数・英語の 3教科を含めて 60分 

学力検査終了後、Nパス認定用課題レポートのプ

レゼンテーション、質疑応答を含む個人面接（10

分以内）を行います。 

Nパス認定通知 9月 6日(火) 

認定の可否については、エントリーの際に登録

いただいたメールアドレスに連絡します。認定

者には「Nパス認定証」を郵送します。 

 

※1 「外部テスト個人票（写し）」「外部検定成績（写し）」については、提出は任意です。個人成績

票から学力検査に加点させていただきます。 

 

 



〇 Nパス認定後 総合型選抜入試（A日程）の流れ 

事項 日程 内容 

出願期間 9月 13日(火) 
「N パス認定通知」・「出願書類」を提出し、受験

料(20,000円)を納入します。 

総合型選抜 

(A日程）入試 

9月 25日(日) 

最初の受験生が 9時 30分 

より個人面接開始 

個人面接（全体で 15分程度）を実施します。 

※N パス認定された受験生は、課題レポートのプ

レゼンテーション、質疑応答は免除となります。 

合格発表 10月 4日(火) 

Nパス認定の学力検査・課題レポートの質疑応答、

A 日程入試での個人面接、提出書類を総合的に判

定し、合格者を決定します。 

合否結果は郵送で受験生に通知します。ホームペ

ージ発表などは行いません。 

入学手続き 10月 6日(木) 
合格者は入学金その他の納入および書類を提出

してください。 

入学手続き 

完了後 
11月下旬(予定) 

総合型選抜入試での入学内定者は、入学前探究ガ

イダンス（11月下旬予定）への参加が必須です。 

〇 エントリー方法 

 N パス認定へのエントリーの方法は本校ホームページより、エントリー申請を行ってください。

その際、以下の書類を郵送にてお送りください。巻末の Nパスエントリー用の封筒表面用紙を角

２号サイズの封筒に貼り付け、郵送してください。 

 事務処理上、エントリー締め切りまでにホームページからのエントリーがない場合は、一切受付

けできませんので注意してください。 

〇 エントリー必要書類等 

エントリー 

必要書類等 
注意事項等 

N パス認定用 

課題レポート 

  取り組んだ「N パス認定用課題レポート」を提出してください。 

  提出要領は課題レポートを参照してください。 

活動歴申告書 

  巻末のシートに小学校時代において諸活動（スポーツ、文化活動、各種検

定等）を通して学んだことおよび入学後の抱負を簡潔に記入してくださ

い。 

メールアドレス 
  認定の可否をメールにてご連絡いたします。 

保護者と確実に連絡の取れるメールアドレスをご用意ください。 

※外部テスト個人票 

（写し） 
  全国小学生学力調査（6 年生）、各塾等の模擬テスト等 

※外部検定試験（写し）   実用英語検定、実用数学検定、漢字能力検定等の検定結果写し 

※ 「外部テスト個人票（写し）」「外部検定成績（写し）」については、提出は任意です。個人成績票から学力検査に加点

させていただきます。 



総合型選抜入試（A日程） 入学要項                            

 

１ 全日程 募集定員 

第１学年（男女共学）105 名程度 3 クラス 

 一貫 アドバンストコース   2 クラス 35 名 

 一貫 探究創造コース     1 クラス 35 名 

上記募集定員には、長野日本大学小学校からの内部進学生を含む。 

 

試験区分 
A 日程 B 日程 C 日程 

総合型選抜入試 一般入試 一般入試 

出願種別 専願のみ 専願・併願 専願のみ 

出願コース 探究創造コース 
アドバンストコース 

探究創造コース 

アドバンストコース 

探究創造コース 

募集定員 30 名 70 名 5 名 

 

 

２ 出願資格 

 下記①～④の要件をすべて満たす者 

① 令和 5 年（2023 年）3 月小学校卒業見込みの者 

② 児童の居住地から学校まで徒歩又は自転車および公共交通機関を利用して通学可能な者 

③ 本校の教育方針を理解して協力できる者および保護者 

④ 本校への志望意欲が高く、基礎学力を有し、小学校での諸活動（スポーツ、文化活動、各

種検定等）に積極的に参加し優秀な成績をおさめた者 

 

 

３ 出願コース 

 探究創造コースのみとする。 

探究創造コース 

探究学習には、標準的な教科の学習が不可欠です。その上で、生徒自身の得意と学習履歴

を基に、自ら問いを立て、課題解決のためのプロセスを考えて、課題発見や問題解決に必要

な能力を育むことを目的とします。自分の得意を活かしながら社会貢献できる具体的な将来

が実現できる進路決定を目指します。この視点から、公立中学校と同様の授業数を確保しつ

つ、探究活動の授業時間を 5 倍程度設定しています。 

 

 

４ 出願種別 

  専願(本校を第一志望とし、本校に合格した際は入学が確約できる者)のみとする。 

 

 

 

 

 



 

５ 総合型選抜入試（A日程）の流れ 

 

 

(1) Nパス認定を受けた受験生 

出願期間 
令和 4年 9月 13日（火） 

本校 窓口受付 

試験日 令和 4年 9月 25日（日） 

集合時間 

 最も早い受験生が 9時 00分までに集合 

9時 30分より個人面接開始 

  以降は 20分単位で集合時間を個別に指定します。 

試験内容・時間   個人面接（15分程度） 

合格発表 

  令和 4年 10月 4日（火）までに文書で本人・保護者および 

小学校長宛に通知 

 ※電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 

校内掲示は行いません。 

入学手続き 令和 4年 10月 6日（木） 

試験会場 長野日本大学中学校 

 

(2) Nパス認定を受けていない受験生 

出願期間 
令和 4年 9月 13日（火） 

本校 窓口受付 

試験日 令和 4年 9月 25日（日） 

試験内容・時間 

  集合 9時 00分 

  【学力検査】60分 100点満点 

国語/算数/英語  9:20 ～ 10:20 （60分） 

  【個人面接】1人 30分程度 10:40 ～ 

課題レポートのプレゼンテーション 

    質疑応答を含めた個人面接 

  ※プレゼンテーションではパワーポイント等使用しても 

  かまいません。ノートパソコンやプロジェクターは 

  本校で用意します。 

合格発表 

  令和 4年 10月 4日（火）までに文書で本人・保護者および 

小学校長宛に通知 

 ※電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 

校内掲示は行いません。 

入学手続き 令和 4年 10月 6日（木） 

試験会場 長野日本大学中学校 

 

 

 



６ 選考方法 

(1) Nパス認定を受けた受験生 

 入学者の選抜は、Nパス認定試験の学力検査・課題レポートの質疑応答、A日程入試での個人 

面接、提出書類を総合的に判定します。 

(2) Nパス認定を受けていない受験生 

  入学者の選抜は、A 日程入試での学力検査・課題レポートの質疑応答を含む個人面接、提出書

類を総合的に判定します。 

 

 

７ 出願方法 

 出願方法は、本校事務室受付窓口で受付けます。その場で出願書類の確認をさせていただき 

受験票をお渡しします。 

 

  総合型選抜（A日程）入試 出願書類および入学審査料 

出願書類等 注意事項等 

A日程用  

課題レポート 

提出要領は課題レポートを参照してください。 

（N パス認定を受けている受験生は提出の必要がありません） 

入学願書 

巻末の本校所定の用紙を切り取り、必要事項を黒色ボールペ 

ンで記入してください。 

（在学小学校長の在学証明職印をついたもの） 

通知票 
  小学校 5年、6年 1学期までの通知票又はそれに代わるもの 

を表紙も含め全面コピーしたもの（両面コピー可） 

面接票 
巻末の本校所定の用紙を切り取り、必要事項を黒色ボールペ 

ンで記入してください。 

返信用封筒 
長形 3号封筒（120mm×235mm） 

宛名を保護者・志願者連名で明記し 354円切手を貼付した 

もの 

活動歴申告書 

※N パス認定で提出し

た受験生を除く 

  エントリーシート同様に切り取り、自筆で小学校時代において

諸活動（スポーツ、文化活動、各種検定等）を通して学んだこ

とおよび入学後の抱負を簡潔に記入してください。 

Nパス認定通知書 

※認定者のみ 
郵送されたものをそのままお持ちください。 

入学審査料 20,000円 出願時に窓口にご提出ください。 

 

◆各日程を再度受験する場合は改めて出願書類を作成してください。 

 

 

 

 



 

８ 繰り上げ合格について 

  入学試験の出願状況および手続き状況により繰上げ合格候補者の保護者に下記の期間内に直

接電話にて連絡いたします。 

日程 繰り上げ合格連絡期間 

A 日程 令和 4 年 10 月 7 日（金）～  10 月 17 日（月） 

 

 

９ 諸経費 

( 1 ) 入学手続時納入金 295,000 円  

(入学金 130,000 円 施設費 130,000 円 4 月分納入料 35,000 円) 

( 2 ) 毎月の納入金 35,000 円 (授業料、生徒会費) 

( 3 ) その他 

受益者負担金（指定用品･制服等の購入費、副教材費、タブレット端末諸経費、各種研修費

等）があります。 

 

 

１０ 新入生説明会（ガイダンス） 

   第 1 回  令和 5 年 02 月 18 日（土） 

13:00～17:00 新入生学力確認テスト、諸経費について     

   第 2 回  令和 5 年 03 月 28 日（火） 

9:00～13:00 クラス発表、物品購入 

   ＊各説明会には、入学予定者および保護者で出席をお願いします。 

 

 

１１ 個人情報の取り扱いについて 

   本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所などの個人情報は、本校入学試験お

よびこれらに付随する業務以外には使用いたしません。 

 

 

１２ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い 

   令和５年度中学校入試につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて実施

してまいりますが、県内外の感染状況等により、やむを得ず日程および内容変更等が生じる可

能性も想定されます。その際は事前に本校ホームページ等で連絡いたします。ご理解とご協力

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般入試（B,C日程） 入学要項                      

１ 全日程 募集定員 

第１学年（男女共学）105 名程度 3 クラス 

 一貫 アドバンストコース   2 クラス 35 名 

 一貫 探究創造コース     1 クラス 35 名 

上記募集定員には、長野日本大学小学校からの内部進学生を含む。 

出願時に、いずれかのコースを選択する。 

試験区分 
A 日程 B 日程 C 日程 

総合型選抜入試 一般入試 一般入試 

出願種別 専願のみ 専願・併願 専願のみ 

出願コース 探究創造コース 
アドバンストコース 

探究創造コース 

アドバンストコース 

探究創造コース 

募集定員 30 名 70 名 5 名 

 

２ 出願資格 

 下記①～③の要件をすべて満たす者 

① 令和 5 年（2023 年）3 月小学校卒業見込みの者 

② 児童の居住地から学校まで徒歩又は自転車および公共交通機関を利用して通学可能な者 

③ 本校の教育方針を理解して協力できる者および保護者 

 

３ 出願コース 

 アドバンストコース、探究創造コースのいずれかを選択する。 

アドバンストコース 

国立大受験には、多教科の標準的学力で高い到達度が必要です。また、個別論述試験に対

応する思考力・表現力が不可欠です。難関大(旧帝大、地域拠点校)・難関学部(医、歯、獣、

薬)では得点するスキルが一層必要になります。この視点から、国語・数学・英語について、

公立中学校の 1.4 倍の授業時間数を設定すると共に、高校内容を含む学校種別横断的な内容

を 5 教科で実施し、実際の入試問題に対応するためのスキルを 6 年間通じて養います。 

探究創造コース 

探究学習には、標準的な教科の学習が不可欠です。その上で、生徒自身の得意と学習履歴

を基に、自ら問いを立て、課題解決のためのプロセスを考えて、課題発見や問題解決に必要

な能力を育むことを目的とします。自分の得意を活かしながら社会貢献できる具体的な将来

が実現できる進路決定を目指します。この視点から、公立中学校と同様の授業数を確保しつ

つ、探究活動の授業時間を 5 倍程度設定しています。 

 

４ 出願種別 

日程 出願種別 

B 日程 

専願（本校を第一志望とし、本校に合格した際は入学が確約できる者） 

または、併願（他校を第一志望とする者）のいずれかを選択する。 

※出願コース、出願種別につきましては、必ず出身小学校の先生とご相談の上お決めください。 

出願後の変更はできません。合格は、専願者を併願者より優先して決定します。 

C 日程 
専願(本校を第一志望とし、本校に合格した際は入学が確約できる者) 

のみとする。 



５ Ｂ日程 試験日程と試験内容 

出願期間 
令和 4年 10月 17日（月）から 10月 18日（火） 

本校 窓口受付 9:00～15:00 

試験日 令和 4年 10月 22日（土） 

試験内容 

  集合 9時 00分 

  【学力検査】50分 100点満点 (英語のみ 30分 50点満点) 

国語   9:20 ～ 10:10 （50分） 

算数  10:25 ～ 11:15 （50分） 

英語  11:30 ～ 12:00 （30分） 

昼食 

理科社会  12:50 ～ 13:40 （50分） 

  【個人面接】1人 10分程度  

開始 13:50 ～ 

試験当日の持ち物 
受験票・筆記用具・上履き・靴袋 

昼食・健康チェックシート 

合格発表 

  令和 4年 10月 28日（金）に文書で本人・保護者および 

小学校長宛に通知 

  ※電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 

校内掲示は行いません。 

入学手続き 
一次手続き 令和 4年 11月 24日（金） 

二次手続き 令和 4年 12月 20日（火） 

試験会場 長野日本大学中学校 

６ Ｃ日程 試験日程と試験内容 

出願日 
令和 4年 12月 21日（水） 

本校 窓口受付 9:00～15:00 

試験日 令和 5年 1月 14日（土） 

試験内容 

  集合 9時 00分 

  【学力検査】30分 各 50点満点 

国語  9:20 ～  9:50 （30分） 

算数 10:05 ～ 10:35 （30分） 

  【個人面接】1人 10分程度  

開始 10:45 ～ 

試験当日の持ち物 受験票・筆記用具・上履き・靴袋・健康チェックシート 

合格発表 

  令和 5年 1月 19日（木）に文書で本人・保護者および 

小学校長宛に通知 

  ※電話等でのお問い合わせはご遠慮ください。 

校内掲示は行いません。 

入学手続き 令和 5年 11月 23日（月） 

試験会場 長野日本大学中学校 



７ 選考方法 

 入学者の選抜は、学力検査・個人面接や提出書類を総合的に判定します。 

 

 

８ 出願方法 

出願方法は、本校事務室受付窓口で受付けます。その場で出願書類の確認をさせていただき 

受験票をお渡しします。 

 

 

 B,C日程(共通) 出願書類および入学審査料 

出願書類等 注意事項等 

入学願書 

巻末の本校所定の用紙を切り取り、必要事項を黒色ボールペ 

ンで記入してください。 

（在学小学校長の在学証明職印をついたもの） 

通知票 
  小学校 5年、6年 1学期までの通知票又はそれに代わるもの 

を表紙も含め全面コピーしたもの（両面コピー可） 

面接票 
巻末の本校所定の用紙を切り取り、必要事項を黒色ボールペ 

ンで記入してください。 

返信用封筒 
長形 3号封筒（120mm×235mm） 

宛名を保護者・志願者連名で明記し 354円切手を貼付した 

もの 

入学審査料 20,000円 出願時に窓口にご提出ください。 

◆各日程を再度受験する場合は改めて出願書類を作成してください。 

 

 

９ 繰り上げ合格について 

  入学試験の出願状況および手続き状況により繰上げ合格候補者の保護者に下記の期間内に直

接電話にて連絡いたします。 

日程 繰り上げ合格連絡期間 

B 日程 令和 4 年 10 月 31 日（月）～ 11 月 28 日（火） 

C 日程 令和 5 年 11 月 20 日（金）～  1 月 31 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１０ 諸経費 

( 1 ) 入学手続時納入金 295,000 円  

(入学金 130,000 円 施設費 130,000 円 4 月分納入料 35,000 円) 

※ただし、B 日程併願合格者は一次手続時 入学金 130,000 円 

二次手続時 施設費 130,000 円と 4 月分納入金 35,000 円 の分納となります。 

※併願合格者で入学を辞退される方は、決まり次第速やかに本校までご連絡ください。 

納入された入学審査料・入学金は返還いたしませんので、ご了承ください。 

 

( 2 ) 毎月の納入金 35,000 円 (授業料、生徒会費) 

( 3 ) その他 

受益者負担金（指定用品･制服等の購入費、副教材費、タブレット端末諸経費、各種研修費

等）があります。 

 

 

１１ 新入生説明会（ガイダンス） 

   第 1 回  令和 5 年 02 月 18 日（土） 

13:00～17:00 新入生学力確認テスト、諸経費について     

   第 2 回  令和 5 年 03 月 28 日（火） 

9:00～13:00 クラス発表、物品購入 

   ＊各説明会には、入学予定者および保護者で出席をお願いします。 

 

 

１２ 個人情報の取り扱いについて 

   本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所などの個人情報は、本校入学試験お

よびこれらに付随する業務以外には使用いたしません。 

 

 

１３ 新型コロナウイルス感染拡大防止に係るお願い 

   令和５年度中学校入試につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じて実施

してまいりますが、県内外の感染状況等により、やむを得ず日程および内容変更等が生じる可

能性も想定されます。その際は事前に本校ホームページ等で連絡いたします。ご理解とご協力

をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


