
2020年度 進学模擬テスト スケジュール 2020.7.31作成

　　　※この表は2020年7月31日現在の予定です。やむを得ず変更することがございます。

　今後のスケージュールが変更となった場合には、トピックスでお知らせいたします。

テスト回 実施日

第１回
4/29 （水祝）

3/1（日）より変更
※中止となりました

第２回
第3回より

変更

5/17（日）
※中止となりました

第３回
第2回より

変更

6/7(日)・6/8(月)
4/12（日）より

変更

  第４回  7/18（土）

　
第5回  9/20（日）

 9/21（月祝）

早割4・4回セット 1回ごと

WEBエントリー

【A～C時間帯】
渋谷・あざみ野・広尾・目白駅前・吉
祥寺・桜新町・成城・浦和・四谷・お
茶の水教室

【D～F時間帯】
横浜元町教室

9/21
(月祝)

【A～C時間帯】
勝どき・白金台・田園調布・国立教
室

　

・親子面接はございません
（お子様の面接のみとなりましたので、「早割４の方」「４回セットの方」には差
額を返金いたします）
・考査科目：ペーパー、応用自在、体操、子どもの面接
・講評はございません

その他

■第5回について

実施日
会場

（ジャックの教室がテスト会場です）

正会員
準会員 一般

■第5回 時間帯

模擬テストセンターへ電話後、申込書を提出、費用をご納
入下さい

※9/20と9/21のテスト内容は同一です。

8／5（水）

10:30

～

8／11（火）

17:30
※この期間しか
WEBエントリーは

できません

　8／26
（水）

10：30～
受付け開始

　8／27
（木）

10：30～
受付け開始

　8／28
（金）

10：30～
受付け開始

9/20
(日)

終了しました

電話申し込み先：ジャック模擬テストセンター 03（5329）5432

※横浜元町教室はD～F時間帯で実施します

時間帯 A B C ※D ※E ※F

受付時間 8:45～8:55 11:00～11:10 13:45～13:55 12：15～12：25 14：15～14：25 16:15～16:25

試験時間 9:00～10：30 11:15～12:45 14:00～15:30 12：30～14：00 14：30～16：00 16：30～18：00

振込先

申込書提出先

正会員

準会員
¥12,100 所属教室

一般 ¥13,200 模擬テストセンター

会員区分 費用



志望校 番号一覧

学校名
志望校
番号 学校名

志望校
番号 学校名

志望校
番号

ア行 青山学院初等部 4 昭和女子大昭和小学校 28 東京女学館小学校 20

浦和ルーテル学院 71 白百合学園小学校 18 東京都市大付属小学校 38

お茶の水女子大附属 62 聖学院小学校 31 桐光学園小学校 74

小野学園小学校 55 精華小学校 13 桐朋学園小学校 26

(2020年度～品川翔英小学校) 成蹊小学校 3 桐朋小学校 9

カ行 開智学園総合部 70 成城学園初等学校 5 東洋英和女学院小学部 19

学習院初等科 2 聖心女子学院初等科 17 トキワ松学園小学校 25

カリタス小学校 33 清泉小学校 36 ナ行 日本女子大豊明小学校 22

川村小学校 27 聖ドミニコ学園小学校 39 ハ行 日出学園小学校 14

関東学院（三春台） 48 星美学園小学校 72 雙葉小学校 15

暁星小学校 6 西武学園文理小学校 76 宝仙学園小学校 32

国立学園小学校 34 洗足学園小学校 37 星野学園小学校 77

慶應義塾幼稚舎 1 捜真小学校 50 マ行 明星小学校 78

慶應義塾横浜初等部 82 タ行 玉川学園小学部 8 目黒星美学園小学校 12

光塩女子学院初等科 30 筑波大附属 61 森村学園初等部 10

晃華学園小学校 24 田園調布雙葉小学校 16 ヤ行 横浜国大横浜 69

国府台女子学院 54 桐蔭学園小学部 11 横浜雙葉小学校 23

サ行 埼玉大附属 68 東京学芸大学附属大泉 64 ラ行 立教小学校 7

さとえ学園小学校 73 東京学芸大学附属小金井 66 立教女学院小学校 21

淑徳小学校 35 東京学芸大学附属世田谷 65 ワ行 和光小学校　 29

湘南白百合学園 53 東京学芸大学附属竹早 63 早稲田実業学校初等部 40

その他 99

下記の学校群より４校選び、申込書の志望校番号欄に番号のみをご記入ください。

志望校別の指数が出ますので必ずご記入ください。学校群に志望校がない場合は99をお書きください。

その場合、合格指数は出ません。あらかじめご了承ください。



①電話申込開始日

②申込書提出/費用納入

所属教室 番号（8ケタ）

※入会時より住所変更がある方のみご記入ください。

〒

        　  

※テスト当日に連絡の取れる電話番号をご記入ください。

☎ （　        　　　）

◆ 必ず電話でご予約を済ませてから、所属教室に申込書をご提出下さい。

◆ 電話でご予約済の会場・時間帯を1回ごと申込欄へご記入のうえご提出

下さい。
※この用紙は変更の手続きをする際に必要となります。

※試験が終了するまで、大切に保管してください。

【　振込口座一覧　】
※依頼人名は必ずお子様の名前でお願いいたします

※所属教室の口座へお振込ください（振込手数料はご負担ください）。

電話予約した
「会場」「時間帯」を

ご記入ください

1回ごと申込の方

処理完了

模擬テストセンター記入欄

1 2 3 4

◎1回ごと申込
会場 時間帯

試験費用：￥12,100

（ご記入頂きました内容は、ジャック進学模擬テストの成績表作成及び送付の目的以外には使用いたしません。）

会員番号 フリガナ
□男

□女

生年月日

氏　名 西暦　　　　　年 　　　月 　　　日

太枠内をご記入ください。 ／

受付者

1回ごと申込

   8/26（水）
10：30

電話申込後、1週間以内

２０２０年 進学模擬テスト

教室記入欄

受付日

電話番号 c（　 　　　） d（　 　　　）

住　　所

申込方法

□年長早割４  　□４回 □１回

志望校番号

a（　 　　　） b（　 　　　）

-

教室名 銀行 支店 口座番号 受取人名 FAX番号

お茶の水教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192388 ジャックお茶の水教室 03-3294-2032

渋谷教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192418 ジャック渋谷教室 03-5766-4185

広尾教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192396 ジャック広尾教室 03-3473-3219

白金台教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 3039013 株式会社ジャック　白金台教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　シロカ ネダイ

03-5860-2829

四谷教室 みずほ銀行 四谷支店 普通 1058887 ジャック四谷教室 03-3354-6740

目白駅前教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192434 ジャック目白駅前教室 03-5988-4510

勝どき教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1580876 株式会社ジャック　勝どき教室 03-3531-7231

桜新町教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192442 ジャック桜新町教室 03-3439-4753

田園調布教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1524070 株式会社ジャック　田園調布教室 03-3721-6715

成城教室 三菱UFJ銀行 成城支店 普通 1420969 ジャック幼児教育研究所成城教室 03-3415-4313

吉祥寺教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192450 ジャック吉祥寺教室 0422-20-9269

国立教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192469 ジャック国立教室 042-573-6882

横浜元町教室 湘南信用金庫 元町中華街支店 普通 41875 ジャック横浜元町教室 045-651-0520

あざみ野教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1374559 ジャックあざみ野教室 045-905-5867

浦和教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192787 ジャック浦和教室 048-825-8419

正会員
第5回 申込書

※実施日はテスト会場によって異なります

実施日： 9/20 （日）・9/21（月祝）



模擬テストセンター ①電話申込開始日

②申込書提出/費用納入

①電話申込開始日

 http://www.jac-youjikyouiku.com/ ②申込書提出/費用納入

所属教室 番号（8ケタ）

※入会時より住所変更がある方のみご記入ください。

〒
□準会員 \12,100 □一般 \13,200

        　  

※テスト当日に連絡の取れる電話番号をご記入ください。

☎ （　        　　　）

※この用紙は変更の手続きをする際に必要となります。
※試験が終了するまで、大切に保管してください。

◆ この申込書と費用を、所属教室へご提出ください。

◆ この申込書をジャック模擬テストセンターへＦＡＸ してください。

◆ 費用は、ジャック模擬テストセンターの銀行口座へお子様のお名前でお振込ください。

【　振込口座一覧　】
※依頼人名は必ずお子様の名前でお願いいたします。

※振込手数料はご負担ください。

模擬テストセンター記入欄

8/27（木）10：30

電話申込後、1週間以内

電話予約した
「会場」「時間帯」を

ご記入ください

会場 時間帯

住　　所

電話番号

準会員の方

一般の方

２０２０年 進学模擬テスト

教室記入欄

受付日 受付者

電話申込後、1週間以内

8/28（金）10：30

太枠内をご記入ください。
（ご記入頂きました内容は、ジャック進学模擬テストの成績表作成及び送付の目的以外には使用いたしません。）

会員番号 フリガナ
□男

□女

生年月日

☎

HP

準会員

一般

  時間 9:30～18:00 （土日祝休）
  ※受付初日は 10:30～03-5329-5432

 03-5329-5433

処理完了

FAX

1

西暦　　　　　年 　　　月 　　　日

会員区分

志望校番号

a（　 　　　） b（　 　　　）

／

氏　名

2 3 4

c（　 　　　） d（　 　　　）

第5回 申込書

実施日： 9/20 （日）・9/21（月祝）

-

教室名 銀行 支店 口座番号 受取人名 FAX番号

お茶の水教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192388 ジャックお茶の水教室 03-3294-2032

渋谷教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192418 ジャック渋谷教室 03-5766-4185

広尾教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192396 ジャック広尾教室 03-3473-3219

四谷教室 みずほ銀行 四谷支店 普通 1058887 ジャック四谷教室 03-3354-6740

目白駅前教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192434 ジャック目白駅前教室 03-5988-4510

勝どき教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1580876 株式会社ジャック　勝どき教室 03-3531-7231

桜新町教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192442 ジャック桜新町教室 03-3439-4753

田園調布教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1524070 株式会社ジャック　田園調布教室 03-3721-6715

成城教室 三菱UFJ銀行 成城支店 普通 1420969 ジャック幼児教育研究所成城教室 03-3415-4313

吉祥寺教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192450 ジャック吉祥寺教室 0422-20-9269

国立教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192469 ジャック国立教室 042-573-6882

横浜元町教室 湘南信用金庫 元町中華街支店 普通 41875 ジャック横浜元町教室 045-651-0520

あざみ野教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1374559 ジャックあざみ野教室 045-905-5867

浦和教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 1192787 ジャック浦和教室 048-825-8419

模擬テストセンター みずほ銀行 渋谷支店 普通 1316044 ジャック模擬テストセンター 03-5329-5433

白金台教室 みずほ銀行 渋谷支店 普通 3039013 03-5860-2829株式会社ジャック　白金台教室
　　　　　　　　　　　　　　　　　シロカネダイ

※実施日はテスト会場によって異なります


