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1 受検級を決めよう
高校生の方には準 1, 2, 準 2, 3級を, 中学生の方には 3級をお奨めします.

級 中心となる出題範囲 受検料金
1級 大学程度 団体受検なし. 個人受検のみ

準 1級 高校 3年 4500円
2級 高校 2年程度 4000円

準 2級 高校 1年程度 3500円
3級 中学 3年程度 3000円

1次または 2次のみ合格済の方は再度の受検が免除され受検料が 1000円割引されます. この割引は, 平成 9年の制度
変更以降 5級以上の 1次または 2次合格者に半永久的に適用されます.

出題範囲は目安として表示しました. 日本数学検定協会のページ http://www.su-gaku.net/ 参照.

2 受検を申し込もう
2013年 4月 1日 (月)–2013年 6月 10日 (月)の期間に (手順 1)受検料払込と (手順 2)Web登録の両方を行ってはじ

めて申込が完了します.

• 日本数学検定協会のページには団体受検申込締切としてこれよりも遅い日付が書かれていますが, それは本学科
から協会への申込の締切です. 受検者のみなさまからの払込みの締切は 2013年 6月 10日 (月)です.

• 当方の都合により団体受検を中止する場合を除き, 受検料は理由によらず払い戻ししません.

• 払込後は受検日時, 受検地の変更はできません.

(手順 1)受検料払込

ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号 00940-1-314889 龍大数検受検会1 リュウダイスウケンジュケンカイ (滋賀
銀行など他行 ATMからの振込の場合の指定:ゆうちょ銀行 (9900)099支店 (099)当座預金 0314889)

に受検料を払い込んでください. 受検料は受検級と免除の有無から計算してください. 受領証や画面の印刷など記録を
保存して, 受検の際に持参してください. また, 払込日と依頼人 (払込名義人)の名前を (手順 2)で受検級や生年月日と
ともにWeb登録していただきます.

手順 1には, 用紙 (取扱票)を使わない方法 1A, 使う方法 1Bがあります.

方法 1A 銀行/郵便局の ATMやネットバンキングで上記の口座情報を指定して払い込む
方法 1B ゆうちょ銀行/郵便局に行って, ゆうちょ銀行の払込取扱票をもらい, 図のように記入して窓口または対応 ATM

で払い込む

• 個別の払込受理の確認は行っていません. 手順 1,手順 2の一方が完了していない方には, 2013年 6月 10日 (月)

から 1週間以内に当方から連絡します. その連絡がない場合には, 申込は完了しています.

1事務取り扱いのために設けた任意団体です.
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図 1: ゆうちょ銀行払込取扱票

(手順 2)Web登録

Webページ https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/ にリンクのある申込フォーム2で, 指定の情報を登録して
ください. Web登録が完了すると, 確認画面が表示され, 受検票が自動的にメールで送られます. 印刷して団体受検当日
に持参してください.

3 勉強しよう
日本数学検定協会が過去問題と解答を公開しています. http://www.su-gaku.net/gakushu/sample/

また, 書店でも問題集が販売されています. サポートページ https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/ にリスト
へのリンクがあります.

4 勉強会に行こう
数学検定準 1級,2級取得に向けた勉強会を行います. 過去の問題の解説などを行います. 自由に参加して下さい. 数

学検定を受検しない方でも参加していただけます.

日時 2013年 6月 15日 (土) 13:35—15:05

場所 龍谷大学瀬田学舎 2-106講義室 (2号館 1階)

(サポートページ https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/にアクセスマップ, キャンパスマップ, バス時刻表
へのリンクがあります)

5 受検会場に行こう
日時 2013年 7月 13日 (土) 13:35—17:00(2次のみ受検の方は 65分遅れて集合. 1次 2次とも開始 30分後から退出可能)

2https://formassembly.com に委託しています.

https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/
http://www.su-gaku.net/gakushu/sample/
https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/
https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/
https://formassembly.com
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図 2: 瀬田キャンパスマップ (地図上の番号 17番がバス停留所, 1,2,3,4番がそれぞれ 1,2,3,4号館).

場所 龍谷大学瀬田学舎 2-106講義室 (2号館 1階)

(サポートページ https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/にアクセスマップ, キャンパスマップ, バス時刻表
へのリンクがあります)

当日持参する物 筆記用具, 払込受領証 (または ATMの場合振替受付票), 受検票 (自動返信メールのプリントアウト), 学
生証などの写真付身分証明書 (小学生などお持ちでない方はお問い合わせください) , 合格証書コピー (以前に 1

次/2次に合格していて免除を受ける方)

2次検定に必要な物 ものさし, コンパス, 分度器, 電卓 (携帯に内蔵のもの, 通信機能付のものは不可. プログラム電卓,

ポケットコンピュータは可).

6 結果を受け取ろう
成績表と合格証書を約 1か月後に郵送します. 団体受検のインターネット合否確認は, 受検者が直接行うことはでき

ません. 上記の方法で団体を通じて結果を通知します.

7 数学検定を役立てよう
数学検定 (実用数学技能検定)は, 財団法人日本数学検定協会が実施しているもので, 英検, 漢検と並ぶ日本の 3大検

定のひとつです.

大学入試の勉強になるばかりでなく, 推薦入試の要件としている大学もあります. 龍谷大学も, 文化 ·芸術 ·社会活動
選抜入学試験の出願要件の一つとして考慮しています.

また, 文部科学省の実施する高等学校卒業程度認定試験 (旧大検)においては, 数学検定 2級以上に合格している場合,

数学の科目受験免除の対象となります (技能審査).

連絡・問い合わせ先 メールまたはファクスでどうぞ.

数学検定実行委員 樋口三郎
520-2194 滋賀県大津市瀬田大江町横谷 1-5 龍谷大学 理工学部 数理情報学科
ファクス 077-543-7524 https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/

この文書の URL https://www.math.ryukoku.ac.jp/suken/sukengakugai201307.pdf

個人情報に関わる取り扱いについて 個人情報は適切に管理し, 数学検定受検申込, 本人確認の範囲内で用います.
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