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富山全県模試

全県規模で確かな精度！

問題内容は本番さながら！2019年度

土 水3/23 ～4/3第1回

君の受験生デビューはこの模試から！

※実施日時はお申し込みされた塾までお問い合わせ下さい。

試験科目

持ち物

その他

社会・国語・理科・英語・数学　各教科 50 分
各 40 点 200 点満点　（英語はリスニングを含む）

ＨＢ以上の鉛筆 または シャープペンシル、
消しゴム、コンパス、定規、受験登録シート、
うわばき（会場による）、腕時計、弁当

携帯電話は試験中使用不可。
中学校の制服を着用して来てください。

お申し込みされた塾
または ご自宅

各教科１・２年の総合

500円（税込）
春季入試準備説明会にご参加でクーポンを
お持ちの方はお申込時にその旨お申し出ください。

試験会場

試験範囲

受験料

第1回　実施要項

主催

全県模試を活用すれば、効率よく入試の勉強ができます！

▼全県模試は、志望校判定だけでなく、次に君が何を優先して勉強すればいいのかが一目でわかる帳票が届きます！
何を勉強すれば

いいのかな…？志望校判定はもちろんのこと、帳票には全設問ごとに受験者の正答率がわかるよ
うになっています。正答率の高い問題を間違えていたとしたら、それは君にとっ
て重要かつ最優先で復習が必要な単元だということが一目でわかります。そうし
た問題を模試の結果が出るたびに、チェック＆復習していけば、より効率的に受
験対策ができます！さあ、全県模試を活用して志望校を自分のものにして下さい！

受験するたびに、「次にどんな学習が必要か？」を教えてくれる富山全県模試！ だから「迷わない !」

全県模試の活用ワンポイント

問題内容や受験内容は県立入試にピッタリ！
記述問題を重視した入試に近い難易度で、しかも適切な平均点になるような問
題を作成しております。もちろん、受験教科の順番や時間配分も入試と同じ。
さらに問題用紙・解答用紙の形式も入試に合わせております。

学力分析表で弱点を克服
自分の○× と全受験者の正答率を比較して弱点領域を把握。

傷害保険で安心受験
第 2 回～ 7 回模試の試験当日は、万一に備えて受験生の皆さんに傷害保険を
かけております。

いち早く個人成績表・最新入試情報を送付。
わかりやすく見やすい個人成績表で、志望校の状況が一目で分かります。

まとめ答案（※1）を親子で、先生と生徒で一緒に見ながら今後の対策を！
（※1）採点済みの答案をスキャンしたものをまとめて掲載しています。

自宅受験もＯＫ
自宅で厳正に実施し、２週間以内に答案用紙を郵送していただければ、個人成績表をお送りし
ます。ただし、総合順位には反映されません。

アフターケアも万全
富山県教育ネットワーク加盟塾と協賛塾の入試のプロが、懇切丁寧に学習面や入試情報につい
てご相談に応じます。

富山全県模試とは

（一社）富山県教育ネットワーク
〒939-8195 富山市上野 315 アネスティ南 1F
 http://www.toyama-edu.net



（姓） （名） 男　・　女

中学校　　　　　年　　　　　組　　　　　番

（姓） （名）

〒（　　　　　　　　　　）

TEL（　　　　　　）

　　　　　－

フリガナ

受験者氏名

在籍中学校

フリガナ

保護者氏名

住　所

▼下表にご記入の上、お申込先の上記加盟塾へご提出ください。
　自宅受験をご希望の方は FAX にて模試事業部（076）471-8708 まで送信してください。

✂

☑ 第 1 回全県模試　3/23（土）～ 4/3（水）　を申し込みます

 受験会場を選択してください。（ 　 教 室 受 験 　 ・ 　 自 宅 受 験 　 ）

（紹介者氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　（塾名）　　　　　　　　　　　　　　（所属教室）　　　　　　　　　　

2019 年度 富山全県模試

受 験 申 込 書
受 付 日　　　　　　月　　　　　日

お申し込みは

朝日町 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール朝日校  0765-82-2174
学研教室あさひ教室  090-2092-2304
学研教室とまり教室  090-2092-2304

入善町 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール入善校 0765-74-0320

黒部市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アシスト進学セミナー 0765-54-1044
アルファ進学スクール桜井校 0765-54-4557
アルファ進学スクール石田校 0765-54-4884
学研教室三日市教室 0765-56-9927

魚津市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール魚津校 0765-22-3665
アルファ進学スクール魚津西部校 0765-32-5855
学研教室魚津中央教室 0765-22-0419
学研教室清流教室 090-9767-0864
学習塾プロセス 0765-32-5501
学び舎プラット新宿校 0120-968-341
学び舎プラット中央校 0120-968-341

滑川市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール滑川校 076-475-9090
学び舎プラット早月校 0120-968-341
学び舎プラット滑川校 0120-968-341
学研教室みやのくぼ教室 090-1315-1905

立山町 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール立山校 076-463-0907
学研教室立山草野教室 076-464-3694

上市町 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール上市校 076-473-1966
成瀬塾 076-473-1999

舟橋村 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学研教室舟橋駅前教室 076-411-7763

富山市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール奥田校 076-433-6627
アルファ進学スクール興南校 076-464-3768
アルファ進学スクール水橋校 076-478-4536
アルファ進学スクール大沢野校 076-467-3727
アルファ進学スクール婦中校 076-465-2102
アルファ進学スクール藤の木校 076-493-7020
アルファ進学スクール堀川校 076-461-4010
英研ゼミナール 076-425-0995
家庭塾針原校（本部） 076-451-8766

富山市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
家庭塾八尾校 076-454-2498
家庭塾富山北部校 076-438-7987
学研教室あわじま教室 076-442-3072
学研教室上冨居教室 076-456-9177
学研教室なかじま教室 076-433-0290
学研教室大町教室 076-425-6538
学研教室蛍川教室 076-466-4322
学研教室神明うらら教室 076-422-1670
学研教室しもおくい教室 076-432-7923
学研教室上二杉教室 090-7744-8194
学習相談室わかば会富山駅前教室 076-432-1355
学試舎 076-471-7014
㈱学研エデュケーショナル学研教室富山事務局 076-431-1140
教育センター学習塾清水町本部校 076-492-4681
教育センター学習塾興南校 076-429-9140
教育センター学習塾月岡校 076-428-0625
教育センター学習塾豊田校 076-438-4602
志学アカデミー岩瀬教室 076-437-4400
志学アカデミー呉羽教室 076-436-1171
志学アカデミー富山教室 076-423-8222
志学アカデミー富山本校 076-423-8222
志学アカデミー堀川教室 076-491-5544
杉原塾 076-466-2670
Study Room AZ 和合校 076-482-3896
Study Room AZ 豊田校 076-482-3896
能力開発センター富山本校 076-431-2129
能力開発センター南富山本校 076-422-8552
トライプラス富山山室校 076-464-5328
本田塾呉羽教室 076-434-2980
明光義塾奥田教室 076-445-1388
明光義塾下堀教室 076-494-1400
明光義塾山室教室 076-494-1539
明光義塾上飯野教室 076-452-2858
明光義塾速星教室 076-466-9266
明光義塾大沢野教室  076-468-3368
明光義塾富山北の森教室 076-471-6782
明光義塾（BM) 富山大学前教室 076-461-8610
茗溪進学会 076-492-3537
アルファコーポレーション富山支店 090-6486-7800

射水市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アルファ進学スクール射水校 0766-51-7191
イクト進学センター本部 0766-84-9076
ケーズスクール 0766-55-0069
学研教室たいこうやま教室 090-5170-9478
学研教室ほりおか教室 090-8266-4003

射水市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学研教室だいもん教室 0766-52-5142
志学アカデミー小杉教室 0766-56-5599

高岡市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
アテネ塾 0766-22-0724
with 0766-64-4117
学研教室あわら町教室 0766-23-8446
啓成塾 0766-44-6005
高進スクール 0766-28-0126
個別進学会ノアコンパス 0766-54-0119
志学アカデミー高岡教室 0766-24-2435
志学アカデミー清水教室 0766-21-3344
秀英塾 0766-25-2866
東進衛星予備校高岡駅南校 0766-24-4119
明光義塾（BM) 高岡中曽根教室 0766-54-5480
明光義塾（BM) 高岡中央教室 0766-22-8680
明光義塾（BM) 高岡清水教室 0766-27-7180
山下塾 0766-25-7948
学研教室なかだスマイル教室 090-7080-1681
学研教室みらい教室 0766-31-2030
学研教室戸出東部教室 090-2032-1907
学研教室戸出 6丁目教室 090-2032-1907
学研教室佐野教室 0766-21-9004

氷見市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学研教室窪教室 0766-91-1910
学研教室十二町教室 090-2030-3620
富山ゼミナール 0766-74-2646
東大青々塾 0766-74-0690
三つ山学習塾 0766-72-5140

砺波市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
安念塾 0763-32-5283
学研教室太郎丸教室 090-3299-5099
学習塾NEXT 砺波校 0800-100-1951
好学館 0763-33-0753
進学塾シリウス砺波教室 0763-33-1929
明光義塾（BM) となみ教室 0763-33-4640
学研教室砺波東部教室 090-2032-1907

南砺市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
進学塾シリウス南砺教室 090-4322-3629
マツイ塾 0763-52-1939
学研教室ラフォーレ教室 090-3299-5099
ベストワン南砺城端校 0763-55-6510

小矢部市 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
学習塾NEXT 小矢部校 0766-68-1951

下記は富山県教育ネットワーク加盟塾の一覧です。教室により模試の実施日時が異なります。実施しない教室もありますので受験ご希望の方はそれぞれの教室に
直接お問い合わせください。ご自宅での受験を希望される方はお申込書欄の「自宅受験」のところに〇をつけてFAXで模試事業部までお送りください。

(一社) 富山県教育ネットワーク模試事業部

HP  https://zentou.jp
TEL （076）471-8703

スマホから

※会場の定員を超えた場合、受験会場のご希望に添えない場合があります。
※実施会場は変更になる場合があります。その際は富山全県模試ホームページ（https://zentou.jp）にて随時更新いたしますので、お申し込みされる前にご確認下さい。
※個人情報については厳重に取り扱い、受験票・個人成績表のお届けや全県模試の案内・入試情報の送付に使用いたします。また、受験により得た情報は進路指導上においてのみ取り扱います。
※準会場は公共性の高い当社団法人の認証を受けて開催するもので模試受験生に対し執拗な入塾勧誘はいたしませんので安心してお申し込みください。


