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TEL：026-243-1079 FAX：026-259-3935 

 

 

◎交通案内 

                        しなの鉄道（北しなの線）北長野駅より徒歩 13 分 

長野電鉄信濃吉田駅より徒歩 15 分 

                        長野電鉄バス中和田バス停より徒歩 6 分 

 

◎ホームページ 

                        https://www.nagano-nichidai.ed.jp 

 

 

※資料は作成中のものです。内容を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 



Nパス認定について                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(木)から 

8月 8日(木)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」「※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

サイズの封用に貼り付け、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) 

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。 

※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。 

※資料は作成中のものです。内容を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 



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。 

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、入学前教育

（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。N パスエントリー用の封筒表面用紙を角２号サ

イズの封用に貼り付け、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下さい。 

 

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下さい。 

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 

 

※資料は作成中のものです。内容を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 



全日程 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 

総合型選抜試験 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 出願コース 

 

アドバンストコース 

大学進学に特化した 6 年間のカリキュラムを展開し、主要教科の授業数を増やし、中学 3 年

生より国語、英語、数学で高校内容にふみこんだ先取り授業を展開し、高校 3 年生では大学

入試演習を徹底して行い夢の実現に近づけます。東大、医学部進学を頂点に、国公立大学進

学を目指します。高い学力と倫理観を身につけ、将来、世界をフィールドに活躍できる人を

育てます。 

探究創造コース 

必要な学力を身につけることはもちろん、自分の個性や得意なスキルを活かして、「考える」 

「調べる」「発表する」「体験する」機会がたくさんおり込まれた豊かな探究活動を展開しま

す。高校の各コースに繋がる 6 年間の教育活動を編成します。確かな基礎学力と、自分の視

野を広げながら「自分で学ぶ力」を育てることで、将来、世界のあらゆる分野でクリエイテ

ィブにリーダーシップが発揮できる人を育てます。 
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３ A日程 試験日程と試験内容 

出願期間 
令和 4年 9月 13日（火） 

長野日本大学中学校 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。 

校内掲示はしません。 

試験会場 長野日本大学中学校 中学棟 

 

  総合型選抜（A日程）入試 出願書類及び入学審査料 

出願書類等 注意事項等 

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下さい。 

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。 

 

※資料は作成中のものです。内容を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 



４ 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 

国語  9:20 ～ 10:10 （50分） 

算数 10:25 ～ 11:15 （50分） 

英語 11:30 ～ 12:20 （50分） 

昼食 

理科社会 13:10 ～ 14:00 （50分） 

  【個人面接】1人 10分程度  

開始 14:10 ～ 

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。 

校内掲示はしません。 

試験会場 長野日本大学中学校 中学棟 

 

５ 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。 

校内掲示はしません。 

試験会場 長野日本大学中学校 中学棟 

 

※資料は作成中のものです。内容を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 



 

 B,C日程(共通) 出願書類及び入学審査料 

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。 

 

 

※資料は作成中のものです。内容を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。 


