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店頭受付用願書［通年用］

小４・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,600円
小５・小６・・・・・・・・・・・・・3,300円
小６発展編・・・・・・・・・・・・4,200円
中学生・・・・・・・・・・・・・・・・・4,200円

受験料
（送料・消費税込）

※小１～小3の事務局会場受験はありません。



　2023年度「北海道学力コンクール」 
事務局設営公開会場の開催について

　北海道学力コンクール事務局では、本年度の事務局設営公開会場の開催にあたりまして、
新型コロナウイルス等への感染予防と感染拡大防止の観点から、当面のところ、試験会場
の規模を縮小して開催する予定でございます。
　公開会場での受験のお申し込みに際しましては、以下のことを予めご了承いただいた上
でお申し込みくださいますようお願いいたします。

・次ページ〈新型コロナウイルス等の感染症に対する安全確保について〉の内容を遵守して
　いただきます。

・確保可能な座席数に限りがございますため、申込受付期間内でも、定員（満席）に達した
　時点で受付を終了させていただく場合があります。
　書店店頭での受付手続きがお済みになりましたら、【２日以内】に「受験申込書」と「受験
　料払込証書」を事務局までご郵送ください。

・札幌会場は複数の施設で開催を予定しておりますが、施設の指定や変更はできかねます。

・公開会場は、開催中止や実施方法が変更になる可能性があります。

　　※定員超過後のお申し込みや開催中止の場合は「自宅受験」への振替になります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年1月
事務局
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●受験者ならびに同伴者の皆様は、試験当日に下記のヘルスチェックを行っていただき、
　1つでも当てはまる項目がある場合は、試験会場へのご来場をご遠慮くださいますようお願いいたします。

●試験会場に来場するすべての方に、以下のことをお願いいたします。（試験監督・運営スタッフも実践いたします。）
　◇試験当日は、来場者全員に下記に記載のヘルスチェックを行っていただきます。
　　一つでも当てはまる項目がある場合は、来場をご遠慮いただきます。
　◇マスクの着用　◇来場時その他適時の手指の消毒（各試験会場の出入口付近に消毒液を設置いたします。）

●試験会場内では、試験時間中を含めて換気や空調の使用を行います。

●施設内での混雑緩和のため、以下のことをお願いいたします。
　◇少人数での来場（受験者の同伴者は原則1名までとさせていただきます。保護者控室は設置いたしません。）
　◇来場時間の分割（受験者にご来場いただく時間帯をずらして設定いたします。受験票をご確認ください。）

●各試験会場の受付にて検温を実施し、37.5℃以上の方の入場はお断りさせていただきます。予めご了承ください。

●試験会場内では、原則マスクを着用してください。（マスクは各自でご用意ください。）
　服薬や水分補給等でやむをえずマスクを外す場合は、必要最少限の時間にとどめてください。
　マスクを外したままでの発声・会話はおやめください。

●原則、受験者お一人でのご来場をお願いいたします。
　同伴が必要な場合は、必要最少限の人数（原則お一人）で、施設のエントランスまでにとどめてください。
　なお、同伴される場合には、受験者と同様に上記のヘルスチェックを行ってください。

●感染者が出た場合は、必要に応じて保健所等の公的機関へ情報提供する場合があります。
　その際は、道コン事務局の判断で来場者の情報を提供することにご同意ください。

●その他、以下の点にご注意ください。
　試験会場内では、換気や空調の使用を行いますので、寒暖の調整ができる服装でお越しください。
　アルコールティッシュや消毒液の私物の持ち込み、ビニール手袋（透明なもの）の着用は許可いたします。
　試験監督などから特に指示がなくても、手洗いや消毒は適時行ってください。
　飛沫飛散防止のため、試験会場では不要な私語をお控えください。

試験会場で行う感染予防対策について

試験会場へご来場になる受験者ならびに保護者の皆様へのお願い

新型コロナウイルス等の感染症に対する安全確保について
事務局設営会場での受験に際しまして、必ずご一読の上、お申し込み・ご参加くださいますようお願いいたします。

□ 新型コロナウイルス等の感染症の陽性者である
□ 新型コロナウイルス感染症と診断されている人と、7日以内に会った
□ 学級閉鎖などに該当する
□ 体温がいつもと比べて高い
□ 咳（せき）、のどの痛みなどの症状がある
□ 息苦しさ、だるさなどの症状がある
□ 下痢をしている（持病や食あたりなどを除く） 
□ 味がしない・においがしない
□ 風邪の症状がある
□ 海外渡航歴があり、現在、宿泊施設や自宅での待機を指示されている
□ 同居する人のどなたかが、以上のいずれかの項目に当てはまる
□ その他、体調が悪い

１つでも当てはまる項目がある場合は、試験会場へのご来場をご遠慮ください。ご来場なさっても、他の受験生
への影響が懸念される場合、入場をお断りさせていただきます。なお、試験当日の欠席のご連絡は必要ありません。
受験料をお支払い済みで欠席された場合は、自動的に「自宅受験」への振替になります。

※チェック項目は、厚生労働省
　や文部科学省の発表を参考
　に設定しております。

※インフルエンザなど、新型コ
　ロナウイルス感染症以外の
　診断を受けている場合でも、
　チェックの対象となります。

試験当日に
ご自宅でチェック
ヘルスチェック項目

※上記は2023年1月時点の情報をもとに作成しており、今後変更になる場合があります。最新の情報は受験票に同封のものをご確認ください。
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書類が事務局に届いたら申込完了！
その後は…？

まずは書類を
確認しよう

受験申込書を
記入しよう

受験料を店頭
で支払おう

書類を事務局
に送ろう

○願書（本書）のほかに、次の書類がもらえます。
　・受験申込書
　　

←

とっても重要！ 事務局に送るものです！
　・受験申込書送付用封筒

○次のポイントは特に要チェック！
　・申し込むテストの「申込試験記号」   ・受験希望都市
　・受験者の氏名   ・電話番号   ・学年   ・住所

○支払いが済むと、店頭で次の書類がもらえます。
　・受験料払込証書
　　

←

とっても重要！ 事務局に送るものです！
　・領収書（お手元に保管してください。）

○受験申込書送付用封筒に切手をはって、
　書類を郵送してください。

受付手続き後、［2日以内］に事務局まで送ってね！

まだ申込は終わっていないよ！ ステップ４を忘れずに！

受験申込書のウラ面の注意事項もよく読んでね！

たりないものがあったら、店員さんにもらおう！

※受験申込書の提示が必要です。

受験申込書と受験料払込証書　 事務局へ

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

　店頭受付の流れ
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後日、ご自宅に受験票が届きます。

受験票の発送は、実施日の約２週間前から順次開始します。
（申込書類を送っていただいてから受験票が届くまでに日数を要する場合があります。予めご了承ください。）

試験当日、受験票に記載されている指定会場にご来場ください。

 

塾で道コンを受験する場合、受験料は塾にお支払いください。書店・事務局へお支払い済みの受験料を
塾での受験に振り替えることはできません。塾での道コンの実施については塾にご確認ください。
通塾中の方は、必ずお申込み前に「塾で該当テストの実施がない」ことを確認してください。

受験生の皆様ならびに保護者の方へ：店頭受付に際してのご注意

① 店頭でのお支払い後は、必ず「受験申込書」と「受験料払込証書」を事務局へご郵送願い
　 ます。以下の場合は、お支払いが完了していても、事務局ではお申し込みを受理すること
　 ができません。
　 ・「受験申込書」と「受験料払込証書」を事務局まで郵送されなかった場合
　 ・ご郵送いただいた書類が、事務局到着締切日までに事務局に届かなかった場合
　 ・事務局に到着した書類が不足していたり、記載内容に不備があったりした場合

② お支払いいただいた受験料は、キャンセルされた場合、当日欠席された場合、理由の如何
　 を問わず返金できません。また、塾での受験や次回以降の試験の受験料として充当する
　 こともできません。※上記①に該当する理由により、お申し込みを受理できない場合も同様です。

　お申し込み成立後、キャンセルまたは当日欠席された場合は、『自宅受験』への切り替え
　をお勧めしております。詳しくは事務局までお問い合わせください。

右記QRコードから
書店一覧ページへ
アクセスできます。※事務局ホームページ「ホーム」 

　> 右中段の「道コンを受験しよう」欄内の「書店で申込」をクリック。

受付書店の一覧を事務局ホームページで公開しております。
ご参照ください。

お申し込みの前に必ずお読みください。

受付書店について
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店頭での
申込受付期間 中１・中２ 中３

3/1～3/15 中１～中３ 4/2(日) 4/3(月)

3/1～7/21 中１～中３ 8/10(木) 8/11(金)

6/1～10/2 中３ ― 10/21(土)

6/1～10/27 中３ ― 11/18(土)

10/1～12/20 中１～中３ 1/10(水) 1/11(木)

10/1～1/9 中３ ― 1/27(土)

試験実施日 試験時間

第１回

第３回

第４回

第５回

第６回

第２回

札幌・旭川

開催都市 試験科目対象学年

各科 40分

各科 40分

―

―

各科 40分

―

各科 50分 国数社理英

中１・中２ 中３

店頭での
申込受付期間

3/1～6/16 7/1(土)

3/1～7/21 8/10(木)

6/1～10/25 11/11(土)

10/1～12/20 1/10(水)

各科 30分

各科 40分

各科 30分

札幌のみ

札幌・旭川

小6…国算社理または
　　  国算社理＋総合(適性)を
　　  選択できます

小4…………国算
小5・小６…国算または
　　　　　  国算社理英を選択できます

小6…国算社理または
　　  国算社理＋総合(適性)を
　　  選択できます

小4…………国算
小5・小６…国算または
　　　　　  国算社理英を選択できます

札幌・旭川

試験実施日

発展編① 各科 40分

開催都市 試験時間

第３回

発展編②

第１回

第２回

対象学年・試験科目

札幌のみ

3/1～3/15 4/2(日) 各科 30分札幌・旭川

小4…国算
小5…国算または
　　  国算社理を選択できます
小6…国算または
　　  国算社理英を選択できます

　2023年度 日程一覧
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※各試験の詳細は、事務局ホームページに掲載される「実施要項」をご確認ください。
　実施要項はお申込み後にもお届けいたします。

※日程は予定です。変更や中止になる可能性があります。

開催都市

札幌

北広島

旭川

主な実施会場の例

札幌市教育文化会館（中央区北１条西１３丁目）
かでる２・７（中央区北２条西７丁目）　　　　　　など

北広島会場の開催はありません。

旭川北洋ビル（旭川市４条通９丁目）　　　　　　 など

右記QRコードから
ダウンロードページへ
アクセスできます。※事務局ホームページ「ホーム」 

　> 左下段の「RANGE of questions」をクリック
　>「2023年度 出題範囲表ダウンロード」欄内のリンクをクリック。 

「出題範囲表」を事務局ホームページでダウンロードできます。
ご利用ください。

出題範囲について

※同一都市・同一学年に受験会場が複数ある場合は、事務局
　で指定させていただきます。
　また、申込状況によっては臨時の会場をご案内する場合も
　ございますので、試験当日の会場は、申込後にお届けする
　「受験票」でご確認ください。

受験する都市は申込時に選択可能です。
受験会場は回により異なります。事務局ホームページ等で最新の状況をご確認ください。

開催都市・受験会場について

 ■事務局への申込書類郵送のお願い
お支払いが完了していても、事務局に「受験申込書」・「受験料払込証書」が到着
しない場合、お申し込みを受理することができません。
書店店頭での受付手続きがお済になりましたら、【2日以内】にご郵送願います。
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高校入試の総合対策。
道内最大級の公開模擬試験。

得点・道コンSS（偏差値）・順位などの基本情報

成績の移り変わりを科目別に掲載

第１志望校の合格可能性・志望者内の順位・相関表・入試データ
（第１志望者・全志望者について集計しています。）

第２志望以降の合格可能性・志望者内の順位・相関表・入試データ

志望校以外についても、合格可能性をピックアップして掲載

　答案は、集計データと一体
になった「まとめ帳票」に変身
します。
　大問・小問ごとに、あなた
の成績と他の受験生との比較
や、間違った問題の中で「あ
なたの実力なら解けるはずの
問題」も表示されます。

答案まとめ帳票

1
2

3

4
5

4

2

5

3

1
 〈 国・数・社・理・英　１教科：40分 〉
　学校の進度を考慮し、必要に応じて「選択問題」や
「教科書別問題」を用意しています。
　内容は公立高入試に準じつつ、学習内容の総まとめ
として適切な難易度に設定しています。
　最大４校までの合格可能性判定が可能です。

中３は…中３は…

中1・2は…中1・2は…

志望校の中での自分の位置は…？
受験勉強の成果は出ているかな…？

入試ってどんなもの…？
自分は今どの位置にいるのかな…？

 〈 国・数・社・理・英　１教科：50分 〉
　全道の中３生の約３人に１人が受験している、道内
最大級の模擬試験です。
　豊富な入試データをもとに各校のボーダーラインを
設定し、最大４校までの合格可能性判定を行います。
　公立高入試を徹底的に分析して作られた問題で、最新
の出題傾向をつかめます。

※小４～中３の全受験生が対象です。
※答案の現物は返却しておりません。

北海道の公立高入試問題の
出題傾向を研究し、

入試そっくりにつくられた
オリジナル問題です！

北海道の公立高入試問題の
出題傾向を研究し、

入試そっくりにつくられた
オリジナル問題です！

※日程は予定です。変更や中止になる可能性があります。
※定員に限りがあります。定員に達し次第、申込締切日前でも受付を終了させていただく場合があります。

第１回

第２回

第３回

第５回

第４回

第１回

発展編①

発展編②

第２回

第３回

中１・中２ 中３ 小4・小５ 小６

第６回

〈事務局会場受験〉実施スケジュール〈事務局会場受験〉実施スケジュール2023年度2023年度

4/2（日） 4/3（月）

11/18（土）

10/21（土）

1/27（土）

8/10（木） 8/11（金）

1/10（水）

4/2（日）

7/1（土）

8/10（木）

1/10（水）1/11（木）

11/11（土）
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教科書レベルの力試しから、
中学受験対策まで。

 〈 国・算・社・理・英　１教科：30分 〉
　  ※小４は国・算の２教科のみです。第1回の小５は英語がありません。

　教科書レベルに設定された問題で、学習内容の総まとめに
最適の模試です。
　個人成績票には大問別の達成率も表示されますので、理解度
の確認が可能です。
　道内私立中、教育大附属中および札幌開成中の合格可能性
判定のほか、目標となる高校までをアドバイスします。

自分は今どの位置にいるのかな…？
中学や高校の受験も少し気になる…

得点・SS（偏差値）・順位などの基本情報と５段階評価

道内私立中・教大附属中・札幌開成中から志望校判定
（最大３校）

SS をもとに高校の合格レベルと比較。
どんな高校に行けるかな？

大問別・単元別の達成率から、自分の理解度がグラフで
わかる。

成績の移り変わりを科目別にグラフで表示。
アドバイスも！

小4～6は…小4～6は…

1

2

3

4

5

4

2

53

1

 〈 国・算・社・理・総合（適性） １教科：40分 〉
　小学生学力コンクールよりもハイレベルな問題に挑戦
したい小６生や、中学受験を検討中の小６生を対象とした
模試で、主要４科目に、総合（適性）問題が加わります。
　総合問題は、札幌開成中などの「適性検査」に対応した
問題で、最大３校までの合格可能性判定を、小学生学力
コンクールよりも更に詳しい、専用の個人成績票で結果
をお届けします。

さらにハイレベルな問題に挑戦したい小6生はさらにハイレベルな問題に挑戦したい小6生は

【発展編】

自宅受験自宅受験

解答用紙等を道コン事務局へ郵送

ご自宅で時間をはかりながら受験

個人成績票・答案まとめ帳票などをご自宅へお届け

※自宅受験は正規実施日以降の受験となる為、「総合資料」の「成績上位者一覧」への掲載対象外となります。
※会場受験の受験料をお支払い後、自宅受験に切り替える場合のお手続きは上記とは異なります。
　詳しくは事務局までお問い合わせください。

問題データのダウンロード

受験料
（送料・税込）

小5・小6（5科）・・・・・・・・・・・・3,500円
小6発展編（4科＋適性）・・・4,400円

中１～中３（５科）・・・4,400円
小4（2科）・・・・・・・・・・2,800円

※送料はお客様負担となります。

正規実施日の会場受験が難しい場合は、ご自宅で道コンを受験すること
もできます。左記実施日の約一週間後から、問題データのダウンロード
購入が可能になります。

『東書Webショップ』でお申し込み・受験料のお支払い

※事務局ホームページ「ホーム」
　> 上部の「自宅で受験したい」をクリック。

※各成績票のデザインは変更になる場合があります。
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※書店にてご購入ください。（ご注文の際は、このリストをお使いいただくと便利です。）
※下記情報は2023年１月現在のものであり、変更になる場合がございます。

準　拠教　科学　年価　格書　名出版社

大・学・他（　　　）国・算・社・理小１・２・３
　４・５・６1,364円（税込）教科書ワーク 2020年：改訂版文理

東・教・光・啓・開

東・教・光・啓・開

帝・学・他（　　　）国・数・英・理・地・歴・公中１・２・３1,386円（税込）教科書ワーク 2021年：改訂版
文理

中
学
生 東・教・光・啓・開

帝・学・他（　　　）国・数・英・理・地・歴・公中１・２・３792円（税込）中間・期末の攻略本 2021年：改訂版

教　科学　年価　格書　名レベル出版社

小１～４ … 国・算
小５・６ … 国・算・社・理・英880円（税込）～グレードアップ問題集やや難Z会

Vol.１・２（中１・２内容）…各1,540円（税込）
Vol.３（中３総まとめ）……  1,980円（税込）

道コンセレクション  Vol.１～３
2022年：改訂版

５科合本標準道コン事務局中
学
生 数・英・理・地・歴・公・

文法古典・読解・英文法中１・２・３1,430円（税込）完全攻略標準文理

教　科学　年価　格書　名出版社

国・算・社・理・英小３～６（合本）3,300円（税込）～？（はてな）に答える！ ○○学研小
学
生

算小１・２・３
　４・５・６1,045円（税込）～学ぼう！算数（まなぼう！さんすう）数研出版

数・英・理・地・歴・公・ 
国文法・英文法中１・２・３1,650円（税込）シグマベスト くわしい○○文英堂

中
学
生

国・数・英・理・社990円（税込）受験生の５０％以下しか解けない
差がつく入試問題やや難

教　科価　格書　名レベル出版社

漢字・ことわざ語句文法・国語読解・計算・図形
算数文章題・理科・社会・白地図・歴史年表1,078円（税込）中学入試  でる順過去問難旺文社小

学
生 内容 「教科編（国算社理）」

　  ＋「テーマ編」1,540円（税込）公立中高一貫校をめざす
適性検査対策問題集文理

1,760円（税込）入試の完全攻略標準 ５科合本道コン事務局

中
学
生

国・数・英・理・社 1,100円（税込）【完全攻略 高校入試】中1・2の総復習標準
文理

国・数・英・理・社1,210円（税込）【完全攻略 高校入試】 標準 3年間の総仕上げ

国・数・英・理・社990円（税込）受験生の５０％以上が解ける
落とせない入試問題標

旺文社

仕　様価　格書　名出版社

A４判　350頁前後1,760円（税込）北海道高校ガイドブック（2024年度受験用）※７月発売予定
道コン事務局

A４判　50頁前後550円（税込）北海道中学受験ガイドブック（2024年度受験用）※７月発売予定

★教科書ぴったり問題集

★問題集

★参考書

★入試対策

★学校ガイド

（2024年度受験用）
  ※７月発売予定

道コン事務
局の

小１・２・３
　４・５・６

小
学
生

小
学
生



道コン事務局の本
書店でお求めいただけます

今年度も充実した内容で君をサポート！

A4判 約 50頁
◎学校資料請求ハガキつき
定価：550円（税込）

●実際に学校に通っている“ 先輩たち ”の声を
　まとめた特集ページです。学校生活で感じた
　こと、受験を振り返って実感したことなど、
　興味深い体験談ばかりです！

私学の魅力を徹底紹介！私学の魅力を徹底紹介！

先輩たちの生の「声」を掲載！先輩たちの生の「声」を掲載！

北海道中学受験ガイドブック

●「中高一貫教育」ならではの質の高いカリキュ
　ラム、行事や部活動、説明会の日程や入試
　情報などについて詳しく紹介しています。
●各学校の紹介ページは全てカラー！
　学校の雰囲気を伝えるための写真を多数
　掲載しています。

国数社理英　５教科合本  A4 判
定価：vol.1/ vol.2 各 1,540円（税込）
                    vol.3     1,980円 （税込）

「解法のポイント」つき！「解法のポイント」つき！
●「狙われやすい項目」や「ヒント」
　をまとめた脚注です。　
　重要事項はここで確認！

●１冊に５教科を収録。コンパクトなつくりです。

短期間で効率よく学習！短期間で効率よく学習！

「道コン」の過去問で演習！「道コン」の過去問で演習！
●テストでよく出題される問題を厳選しました。
●単元別、履修時期別に分類してあります。
●中１・２生はテスト対策、中３生は総復習に。

A4判　約 350頁
◎学校資料請求ハガキつき
定価：1,760円（税込）

●道コンデータによる主要校ボーダーラインを
　一挙公開。志望校選択や受験対策に必要な
　「知りたかった」「知らなかった」情報が詰まった
　一冊です。

各校への徹底取材！各校への徹底取材！

北海道
高校ガイドブック
2024年度 受験用

●入試レベル、部活、学費など、各校へ徹底取材
　し、わかりやすく紹介しています。　
　学校の雰囲気を伝えるための写真も多数掲載！
●巻頭カラー「制服コレクション」も毎年好評です！

北海道公立高校
入試の完全攻略
2024年度 受験用

●「入試の手引き」や「学校別SS・ランク相関
　表」など、道コン事務局ならではの情報も
　満載です！

A4判 約320頁＋解答（約65頁）
◎聞き取りテスト対応
　（音声を事務局ホームページに掲載）
定価：1,760円（税込）

過去問から予想問題までこれ１冊！過去問から予想問題までこれ１冊！
●過去３年間の北海道公立高校の入試問題と、
　道コン事務局編集オリジナル予想問題２回分
　を収録しています。
　解答用紙は、使いやすい‘‘きりとり式’’。
　聞き取りテストにも対応しています。
　（音声を事務局ホームページに掲載）

入試情報が満載！入試情報が満載！

中1内容中1内容 中3総まとめ中3総まとめ中2内容中2内容

～ ｢道コン」が問題集になった ～
道コンセレクション 2024年度 受験用

事務局

入試の過去問3年間 + 道コン事務局の予想問題2回

道内私立中高一貫校から公立中高一貫・国立中まで紹介

道内の高校・高専・中高一貫・通信制など、200校以上を紹介

道コンの過去問から良問を厳選！テスト対策や総復習に

“道コン事務局ならでは”の情報満載！

※7月発売予定

※7月発売予定

※7月発売予定

　※表紙は昨年度版のものです。　※表紙は昨年度版のものです。

　※表紙は昨年度版のものです。



店頭での受付に際してお伺いした個人情報は、以下の通り利用させていただきます。

・店頭で店員にご提出いただいた「店頭受付伝票」に記載の情報
　⇒個々の受付店と道コン事務局が、決済業務のため共有します。

・道コン事務局へご郵送いただいた「受験申込書」に記載の情報
　⇒道コン事務局が、試験の運営に関わる業務に際して利用します。

いずれも、情報の保管にあたっては厳重に管理するとともに、目的外の用途には使用しません。

なお、北海道学力コンクール全般に関わる個人情報保護方針につきましては、下記、事務局
ホームページをご覧ください。
                                     https://www.do-con.com

011-621-6640（個人受験生専用ダイヤル）
お電話受付時間…平日9：30～17：30

011-621-2550
jim@do-con.com

〒060-0007 札幌市中央区北7条西20丁目1-8 SKビル
事務局

店頭受付における個人情報のお取り扱いについて


