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検　定　名 小 中 高 対　象

カリキュラムテスト① ● 4月9日 (日) 3月5日 (日) 2月6日 (月) 受験科

公開実力テスト① ● ● 5月14日 (日) 4月4日 (火) 3月6日 (月) 全　員

英語検定① ● ● ● 5月27日 (土) 4月21日 (金) 4月1日 (土) 希望者

全国統一中学生テスト① ● 5月28日 (日) 5月12日 (金) 4月1日 (土) 全　員

全国統一小学生テスト① ● 6月4日 (日) 5月19日 (金) 4月1日 (土) 全　員

名大プレ ● 6月18日 (日) 5月29日 (月) 5月8日 (月) 希望者

そろばん検定① ● ● 6月18日 (日) 5月8日 (月) 4月6日 (木) ピコ生

漢字検定① ● ● ● 6月24日 (土) 5月15日 (月) 4月1日 (土) 希望者

中学入試模試① ● 7月1日 (土) 6月5日 (月) 5月8日 (月) 受験科

高校入試模試① ● 7月1日 (土) 6月5日 (月) 5月8日 (月) 受験科

カリキュラムテスト② ● 7月2日 (日) 6月5日 (月) 5月8日 (月) 受験科

数学検定① ● ● ● 7月8日 (土) 5月26日 (金) 5月8日 (月) 希望者

東大京大入試プレ① ● 7月16日 (日) 6月5日 (月) 5月8日 (月) 希望者

公開実力テスト② ● ● 7月16日 (土) 6月5日 (月) 5月8日 (月) 全　員

共通テスト模試① ● 7月30日 (日) 6月5日 (月) 5月8日 (月) 希望者

岐阜新聞テスト①（外部） ● 8月20日 (日) 7月10日 (月) 6月6日 (火) 中３生

理科検定① ● ● ● 8月26日 (土) 7月4日 (火) 6月6日 (火) 全　員

大学別入試プレ ● 8月27日 (日) 7月5日 (水) 6月6日 (火) 希望者

中学入試模試② ● 9月9日 (土) 8月5日 (土) 7月6日 (木) 受験科

高１．２共通テスト① ● 9月10日 (日) 8月5日 (土) 7月6日 (木) 希望者

そろばん検定② ● ● 9月10日 (日) 8月3日 (木) 7月6日 (木) ピコ生

英語検定② ● ● ● 9月30日 (土) 8月25日 (金) 8月1日 (火) 希望者

岐阜新聞テスト②（外部） ● 10月1日 (日) 8月22日 (火) 7月15日 (土) 中３生

カリキュラムテスト③ ● 10月15日 (日) 9月5日 (火) 8月6日 (日) 受験科

高１．２トップレベル模試 ● 10月15日 (日) 9月5日 (火) 8月6日 (日) 希望者

公開実力テスト③ ● ● 10月15日 (日) 9月5日 (火) 8月6日 (日) 全　員

漢字検定② ● ● ● 10月28日 (土) 9月19日 (火) 8月1日 (火) 希望者

全国統一中学生テスト② ● 10月29日 (日) 10月13日 (金) 8月1日 (火) 全　員

全国統一小学生テスト② ● 11月3日 (金) 10月20日 (金) 8月1日 (火) 全　員

岐阜新聞テスト③（外部） ● 11月5日 (日) 9月29日 (金) 8月18日 (金) 中３生

理科検定② ● ● ● 11月11日 (土) 10月15日 (日) 9月7日 (木) 希望者

東大京大入試プレ② ● 11月12日 (日) 10月5日 (木) 9月7日 (木) 希望者

数学検定② ● ● ● 11月18日 (土) 10月5日 (木) 9月11日 (月) 希望者

共通テスト模試② ● 11月19日 (日) 10月5日 (木) 9月7日 (木) 希望者

そろばん検定③ ● ● 11月19日 (日) 10月5日 (木) 9月7日 (木) ピコ生

歴史検定 ● ● ● 11月25日 (土) 10月5日 (木) 9月7日 (木) 希望者

中学入試模試③ ● 12月2日 (土) 11月5日 (日) 10月6日 (金) 受験科

高校入試模試② ● 12月2日 (土) 11月5日 (日) 10月6日 (金) 受験科

カリキュラムテスト④ ● 12月3日 (日) 11月5日 (日) 10月6日 (金) 受験科

岐阜新聞テスト④（外部） ● 1月7日 (日) 11月25日 (土) 10月11日 (水) 中３生

英語検定③ ● ● ● 1月13日 (土) 12月1日 (金) 11月2日 (木) 希望者

公開実力テスト④ ● ● 1月14日 (日) 12月5日 (火) 11月6日 (月) 全　員

漢字検定③ ● ● ● 1月20日 (土) 12月5日 (火) 11月2日 (木) 希望者

数学検定③ ● ● ● 2月17日 (土) 1月5日 (金) 12月11日 (月) 希望者

そろばん検定④ ● ● 2月18日 (日) 1月4日 (木) 12月1日 (金) ピコ生

思考力検定 ● 2月24日 (土) 1月5日 (金) 12月1日 (金) 希望者

高１２共通テスト② ● 2月25日 (日) 1月5日 (金) 12月7日 (木) 希望者

　※お申込み方法は,当会HPをご確認ください。※電話でのお申込みは受付しておりません。
　※当日の時間割は、別紙タイムテーブル・当会ブログ「もっと！アチーブ」をご確認ください。

　※最少実施受験者数に達しない場合は開催が見送られることがあります。次回開催にご参加ください。

  2023年度　検定・テスト日程表

検　定　日 申込〆切 受付開始日

　※英検３級以上は二次試験（外部）があります。申込時に日程を確認してください。面接試験会場は１次試験の合格通知で案内がなされます。


