
●「現代社会」「政治・経済」の授業教材として
●「主権者教育」のサポートとして
●「総合学習」の学習素材に

授業・学習支援 総合学習

夏休みや冬休みの課題
生徒の進捗状況･成績は随時確認可能
●「長期休暇の課題」に － 〈時事力・常識力の養成〉として
●「総合学習」「キャリア教育」の一環としても
●生徒はスマホで「合格」が取れるまでチャレンジ！

ニュース検定
チャレンジ

時事力・一般常識力 養成型ｅラーニング

高等学校･中学校向け ソリューション

ご案内
６か月標準プランA

大学入試「小論文」「面接」対策として

「現代社会」「政治・経済」の学習支援として

「主権者教育」のサポートとして

「長期休暇の課題」に－〈時事力・常識力の養成〉

「総合学習」「キャリア教育」の学習素材に

「ニュース検定」受検準備に

種類の“選べる”プランとご活用例6

6つのご活用例

（例）２・３学期など

４か月中期プランB （例）１学期など

２か月短期プランC （例）長期休暇の課題

“選べる”プラン ●ご利用者数と期間に応じた6種類

●大学入試「小論文」「面接」対策として活用
●「推薦入試」「AO入試」の自学自習教材として
●「キャリア教育」の学習素材に

大学入試対策 キャリア・進路指導

A～Cのプランはいずれも２種類のアカウント数をお選びいただけます。※教員人数含む

201名～400名（例：40名×10クラス）01 200名以下（例：40名×5クラス）02

時事力・常識力が
大学入試に直結

本部
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台1-7-4 小畑ビル5階
TEL：03-5259-3561　FAX：03-5259-3505

※ご不明な点はお問合せください。 受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）

関西事業部
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1-4-12 ホワイトドームプラザ4階
TEL：06-6531-6826　FAX：06-6531-6832

http://www.sundai-kyouken.jp/ホームページ kyouken@sundai -kyouken. jpメールアドレス

株式会社  駿台教育研究所

●即時の採点・集計が可能
●レポート機能が充実

●コミュニケーション機能



「ニュース検定チャレンジ」は「ニュース検定」（毎日教育総合研究所）とのタイアップによる

時事力・一般常識力養成型のeラーニングです。

ニュース検定とは？（ニュース時事能力検定試験）

スマホ・タブレット・PCで学習できる

政治 経済 暮らし 社会・環境 国際

全国

※分野別演習問題・ニュース検定総合テストともに合格点を設定しています。

●ニュース検定で出題される5つの分野

01
スマホ・タブレット・PCで、いつでもどこでもeラーニング。学校
内でのクラス単位実施でも、自宅受講や、課題としても。時
間を定めて実施、スキマ時間を利用、どちらの方法でも可能。

03 充実した解答解説で理解が深まる

充実した解答解説で不得意分野も効率的に復習できる

生徒の学習状況を把握できる01
管理者用画面のダッシュボードとレポートで､受講者

（生徒）の学習状況や得点状況をリアルタイムに把握

アクセス数や受講状況を確認できる03
リアルタイムの受講状況・アクセス数を確認

生徒の状況に応じて指導できる04
コミュニケーション機能でメッセージの発信、双方向の交
流が可能

自己ベストや全体の平均点を確認できる04
分野別得点率（初回・自己ベスト・最終受講）、全体の平
均点がわかる

複数回受講のモチベーション
につながる

生徒ごとの進捗状況
（合否判定・得点状況）
も確認できる

各生徒の解答内容や
解答に要した所要時
間も確認できる

「ニュース検定」は毎日新聞社等が主催する、新聞やテレビの
ニュース報道を読み解き、活用する力(時事力)を育む検定試験です。
時事力・一般常識力養成ツールとして、入学前から就職試験まで
長期にわたり活用できます。

「分野ごと」・「合格・不合格」
などでのユーザー絞り込み
も可能

クラス・グループごとの得点状況がわかる02
クラスごとの得点状況比較や、受講者（生徒）の苦手分
野を把握

○「分野別演習問題」画面

○「ニュース検定総合テスト」画面

分野別達成度と、ニュース検定本番
でのチャレンジ可能なレベルも表示

分野ごとにテスト結果を
「A~Eランク」と「合格・不合
格」で表示

得点状況を確認できる02
各分野の得点状況をレーダーチャートで確認

約400の
大学・短大・
高校入試で

活用・評価・優遇！

分野別演習問題 ニュース検定総合テスト オプション
ニュース検定チャレンジ 

ニュース検定で出題される5つの分野から、
各分野50問を出題。豊富な図表を用い、分か
りやすい解説で、効率的な学習が可能です。

判定画面ではレーダーチャートと点数に応じ
たコメントを表示。分野別達成度を知ること
ができ、弱点の克服にお役立ていただけます。

システム紹介

「ニュース検定」の公式テ
キストを一定数以上ご購
入の場合は、発行元特別
割引もございます。

ユーザー機能 管理者機能即時の採点・集計が可能
レポート機能が充実
コミュニケーション機能あり

生徒用 先生用

「グループ」での絞り込みを
行うことで、クラス別等での
得点状況比較が可能



「ニュース検定チャレンジ」は「ニュース検定」（毎日教育総合研究所）とのタイアップによる

時事力・一般常識力養成型のeラーニングです。

ニュース検定とは？（ニュース時事能力検定試験）

スマホ・タブレット・PCで学習できる

政治 経済 暮らし 社会・環境 国際

全国

※分野別演習問題・ニュース検定総合テストともに合格点を設定しています。

●ニュース検定で出題される5つの分野

01
スマホ・タブレット・PCで、いつでもどこでもeラーニング。学校
内でのクラス単位実施でも、自宅受講や、課題としても。時
間を定めて実施、スキマ時間を利用、どちらの方法でも可能。

03 充実した解答解説で理解が深まる

充実した解答解説で不得意分野も効率的に復習できる

生徒の学習状況を把握できる01
管理者用画面のダッシュボードとレポートで､受講者

（生徒）の学習状況や得点状況をリアルタイムに把握

アクセス数や受講状況を確認できる03
リアルタイムの受講状況・アクセス数を確認

生徒の状況に応じて指導できる04
コミュニケーション機能でメッセージの発信、双方向の交
流が可能

自己ベストや全体の平均点を確認できる04
分野別得点率（初回・自己ベスト・最終受講）、全体の平
均点がわかる

複数回受講のモチベーション
につながる

生徒ごとの進捗状況
（合否判定・得点状況）
も確認できる

各生徒の解答内容や
解答に要した所要時
間も確認できる

「ニュース検定」は毎日新聞社等が主催する、新聞やテレビの
ニュース報道を読み解き、活用する力(時事力)を育む検定試験です。
時事力・一般常識力養成ツールとして、入学前から就職試験まで
長期にわたり活用できます。

「分野ごと」・「合格・不合格」
などでのユーザー絞り込み
も可能

クラス・グループごとの得点状況がわかる02
クラスごとの得点状況比較や、受講者（生徒）の苦手分
野を把握

○「分野別演習問題」画面

○「ニュース検定総合テスト」画面

分野別達成度と、ニュース検定本番
でのチャレンジ可能なレベルも表示

分野ごとにテスト結果を
「A~Eランク」と「合格・不合
格」で表示

得点状況を確認できる02
各分野の得点状況をレーダーチャートで確認

約400の
大学・短大・
高校入試で

活用・評価・優遇！

分野別演習問題 ニュース検定総合テスト オプション
ニュース検定チャレンジ 

ニュース検定で出題される5つの分野から、
各分野50問を出題。豊富な図表を用い、分か
りやすい解説で、効率的な学習が可能です。

判定画面ではレーダーチャートと点数に応じ
たコメントを表示。分野別達成度を知ること
ができ、弱点の克服にお役立ていただけます。

システム紹介

「ニュース検定」の公式テ
キストを一定数以上ご購
入の場合は、発行元特別
割引もございます。

ユーザー機能 管理者機能即時の採点・集計が可能
レポート機能が充実
コミュニケーション機能あり

生徒用 先生用

「グループ」での絞り込みを
行うことで、クラス別等での
得点状況比較が可能



●「現代社会」「政治・経済」の授業教材として
●「主権者教育」のサポートとして
●「総合学習」の学習素材に

授業・学習支援 総合学習

夏休みや冬休みの課題
生徒の進捗状況･成績は随時確認可能
●「長期休暇の課題」に － 〈時事力・常識力の養成〉として
●「総合学習」「キャリア教育」の一環としても
●生徒はスマホで「合格」が取れるまでチャレンジ！

ニュース検定
チャレンジ

時事力・一般常識力 養成型ｅラーニング

高等学校･中学校向け ソリューション

ご案内
６か月標準プランA

大学入試「小論文」「面接」対策として

「現代社会」「政治・経済」の学習支援として

「主権者教育」のサポートとして

「長期休暇の課題」に－〈時事力・常識力の養成〉

「総合学習」「キャリア教育」の学習素材に

「ニュース検定」受検準備に

種類の“選べる”プランとご活用例種類6

6つのご活用例

（例）２・３学期など

４か月中期プランB （例）１学期など

２か月短期プランC （例）長期休暇の課題

“選べる”プラン ●ご利用者数と期間に応じた6種類

●大学入試「小論文」「面接」対策として活用
●「推薦入試」「AO入試」の自学自習教材として
●「キャリア教育」の学習素材に

大学入試対策 キャリア・進路指導

A～Cのプランはいずれも２種類のアカウント数をお選びいただけます。※教員人数含む

201名～400名（例：40名×10クラス）01 200名以下（例：40名×5クラス）02

時事力・常識力が
大学入試に直結

本部
〒101-0062
東京都千代田区神田駿河台1-7-4 小畑ビル5階
TEL：03-5259-3561　FAX：03-5259-3505

※ご不明な点はお問合せください。 受付時間 9：00～17：00（土日祝日を除く）

関西事業部
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町1-4-12 ホワイトドームプラザ4階
TEL：06-6531-6826　FAX：06-6531-6832

http://www.sundai-kyouken.jp/ホームページ kyouken@sundai -kyouken. jpメールアドレス

株式会社  駿台教育研究所

●即時の採点・集計が可能
●レポート機能が充実

●コミュニケーション機能


