
一般社団法人富山県教育ネットワークは、無限の可能性を持つ
子どもたちのために、公教育と民間教育機関及び教育に関心を
抱く諸団体と協力し、子どもたちの保護者とも積極的な交流を
図り、学力増進・教育環境等の向上支援を行っております。
その活動の一環として「富山全県模試」を運営しております。

一般社団法人
富山県教育ネットワーク

（送付元）模試事業部　〒930-2243　富山市四方荒屋1988

富山全県模試
高校入試完全対策　県内新中３生対象

新中3生で入試説明会に参加し、第1回富山全県模試を個人申込で受験すると、クオカード（500円分）進呈！
模試参加塾の塾生は入試説明会参加クーポン持参で第1回富山全県模試無料招待となります。

主催 （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

(076)471-8703　　　 (076)471-8708

http://www.toyama-edu.net
TEL FAX

HP

入善町サンウェル2F研修室 3/  9（土）　19：00～20：30

黒部市民会館102号室 3/10（日）　10：00～11：30

魚津ありそドーム研修室 3/10（日）　19：00～20：30

北日本新聞ホール 3/10（日）　19：00～20：30

富山福祉短期大学2号館 3/10（日）　14：00～15：30

高岡法科大学ミレニアムホール 3/10（日）　19：00～20：30

朝日・入善地区会場

黒部地区会場

魚津・滑川地区会場

富山地区会場

第1回  3/23（土）～4/3（水）

受験申込
受付開始！

※受付は説明会開始時刻の30分前より開始します。

参加
特典

高岡・砺波地区会場

この「心がまえ」をしっかり身につければ、君の高校入試は成功します！
高校入試では、諦めずに努力すれば必ず道は開けることを学びます。中 3の方はもちろん、来年中 3になる人も、
是非お越しください。「生徒だけ」 でも 「保護者だけ」 でも出席できます。

全県模試
追跡調査結果

にみる
合格者の条件

志望校突破
のために
必要な

　　学習とは　など

今ここから始まる高校入試！

（一社）富山県教育ネットワーク主催

県下６会場3/9（土）10（日）開催

2020年度高校入試準備説明会
参加無料

射水地区会場



申込書をご記入後、最寄りの塾にご持参いただくか、模試事業部  FAX: 076-471-8708 に お送りください。

高校入試説明会のお申し込み・お問い合わせは、富山県教育ネットワーク加盟塾または模試事業部まで

  
□ サンウェル（入善町） □ 黒部市民会館（黒部市） □ ありそドーム（魚津市） 

□ 北日本新聞ホール（富山市） □ 富山福祉短期大学（射水市） □ 高岡法科大学（高岡市）

2020 年 度 　高 校 入 試 準 備 説 明 会

参加申込書
受付日　　　　　月　　　　日

男
・
女

学校　　　　　年

〒（　　　　　　　　　　）

（　　　　　　）

　　　　　　　　－

生徒氏名

保護者氏名

住　所

学校名
学年

TEL

✂
▼ご希望の会場をご選択ください。

2020 年度
高校入試準備説明会

北日本新聞ホール
〒930-0094 富山市安住町 2-14

富山城址公園

★
富山県庁

41

松川

県庁前公園
北日本新聞ホール

富山税務署

高岡法科大学
〒939-1113 高岡市戸出石代 307-3

★
至高岡

庄
川

高岡法科大学

北陸道

40

９

戸出東部
小学校

高岡砺波スマートIC

中田小学校

ありそドーム
〒937-0066 魚津市北鬼江 2898-3

２

★ありそドーム

●道の駅蜃気楼 ●DSフォート

埋没林博物館 ●
立
山
酒
店

富山湾

サンウェル
〒939-0642 入善町上野 2793-1

入善PA・
スマートIC

入善高校
８

入善町
中央公園

入善町役場

★サンウェル

至朝日至黒部
北陸道

黒部市民会館
〒938-0031 黒部市三日市 2981

★

〶黒部郵便局

東三日市駅

コラーレ●

黒部市民会館

富山福祉短期大学
〒939-0341 射水市三ケ 579

小杉駅

富山福祉短期大学
２号館

★

44

●
クスリのアオキ

北陸紙センター
●

富山信金

会場地図

参加人数：

計　　  人

塾経由のお申込みでなく個人でお申込みの場合は、ネットでもご予約承ります。

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


