
 

  

平成29年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校１年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月

５月
第１回全統高１模試（河合塾）

（３６００円）（発展）

第１回高１スタンダード模試（代ゼミ）
（２６００円）（基礎標準）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）

８月
第２回全統高１模試（河合塾）

（３５００円）（発展）

９月

１０月
第２回高1スタンダード模試（代ゼミ）

（２６００円）（基礎標準）

１１月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）
第３回全統高１模試（河合塾）

（３５００円）（発展）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（２６００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）

２月
第３回高1スタンダード模試（代ゼミ）

（２６００円）（基礎標準）

３月

◎ 本年度は校内で８回の模試を実施します。

◎ 赤字の模試は原則、進学コースは必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成29（2017）年度　武相高校　１年　進学･総合コース　模擬試験予定表
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平成29年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校１年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第1回高校生レベル模試（東進）

（2600円）

５月
第１回全統高１模試（河合塾）

（３６００円）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）

合宿中
第1回高校生レベル模試（東進）

（２６００円）

８月
第２回全統高１模試（河合塾）

（３５００円）

９月

１０月
高1トップレベル模試（代ゼミ）

（２５００円）

１１月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）
第３回全統高１模試（河合塾）

（３５００円）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（２６００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）

２月
全統高１記述模試（河合塾）

（３５００円）

３月
高１マーク模試（駿台）

（２５００円）

◎ 本年度は校内で１０回の模試を実施します。

◎ 校内校外で実施する模試は原則、特進コースは必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成29（2017）年度　武相高校　１年　特進コース　模擬試験予定表
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平成29年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校１年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月

５月
第１回全統高２模試（河合塾）

（３６００円）（発展）

第１回高２スタンダード模試（代ゼミ）
（２６００円）（基礎標準）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

８月
第２回全統高２模試（河合塾）

（３５００円）（発展）

９月

１０月
第２回高２スタンダード模試（代ゼミ）

（２６００円）（基礎標準）

１１月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３０００円）
第３回全統高２模試（河合塾）

（３５００円）（発展）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（２６００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

２月
第３回高２スタンダード模試（代ゼミ）

（２６００円）（基礎標準）

３月
センター試験早期対策模試（ベネッセ）

（３５００円）

◎ 本年度は校内で９回の模試を実施します。

◎ 赤字の模試は原則、進学コースは必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成29（2017）年度　武相高校　２年　進学･総合コース　模擬試験予定表
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平成29年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校１年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第1回高校生レベル模試（東進）

（2600円）

５月
第１回全統高２模試（河合塾）

（３６００円）

６月

７月
第１回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）

合宿中
第1回高校生レベル模試（東進）

（２６００円）

８月
第２回全統高２模試（河合塾）

（３５００円）

９月

１０月
高２トップレベル模試（代ゼミ）

（２５００円）

１１月
第２回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）
第３回全統高２模試（河合塾）

（３５００円）

１２月
第３回高校生レベル模試（東進）

（２６００円）

１月
第３回総合学力模試（ベネッセ）

（３５００円）
センター同日体験(東進)

(無料)

２月
全統高２記述模試（河合塾）

（３５００円）

３月
センター試験早期対策模試（ベネッセ）

（３５００円）

◎ 本年度は校内で１０回の模試を実施します。

◎ 校内校外で実施する模試は原則、特進コースは必須受験となります。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

◎ 事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成29（2017）年度　武相高校　２年　特進コース　模擬試験予定表
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平成29年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校２年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第１回全統マーク模試（河合塾）

（５０００円/４５００円）

５月
第２回センター本番レベル模試（東進）

（２６００円）
第１回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

６月
第１回総合学力マーク模試（ベネッセ）

（４０００円）

７月
第３回センター本番レベル模試（東進）

（２６００円）

第２回総合学力記述模試（ベネッセ）
（４５００円）

８月
第２回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

９月
第１回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ

１０月
第３回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

全国統一高校生テスト（東進）
（無料）

１１月
第３回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）※一般受験希望者のみ
全統センター試験プレテスト

（河合塾）　（５０００円/４５００円）

１２月
センター本番レベル最終模試

（東進）（２６００円）

◎ 本年度は校内で６回の模試を実施します。

◎ 進学コースは、校内で実施するセンター･マーク模試は原則必須受験とします。その他の模試は希望大学等

を考慮し、計画的な受験を奨励します。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成2９（201７）年度　武相高校　３年　総合・進学コース　模擬試験予定表
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平成29年4月　　武相高校進路指導部

☆ 大学受験に向け、高校２年次から計画的に模試を受けていきましょう。
☆ 全国の中での自分の力を知ることと、早くから目標大学への興味を持つことが大事です。

校内で実施するもの（学校で申し込む） 校外実施の模試（学校で申し込む）

４月
第１回総合学力記述模試（ベネッセ）

（４０００円）
第１回全統マーク模試（河合塾）

（５０００円/４５００円）

５月
第２回センター本番レベル模試（東進）

（２６００円）
第１回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

６月
第１回総合学力マーク模試（ベネッセ）

（４０００円）

７月
第３回センター本番レベル模試（東進）

（２６００円）

第２回総合学力記述模試（ベネッセ）
（４０００円）

８月
第２回全統マーク模試（河合塾）

（４５００円）
第２回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

９月
第１回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）

１０月
第３回全統マーク模試（河合塾）

（５０００円/４５００円）
第３回全統記述模試（河合塾）

（４２００円）

第２回駿台ベネッセ記述模試
（４０００円）

全国統一高校生テスト（東進）
（無料）

１１月
第３回駿台ベネッセマーク模試

（４０００円）
全統センター試験プレテスト

（河合塾）　（５０００円/４５００円）

１２月
センター本番レベル最終模試

（東進）（２６００円）

◎ 本年度は校内で１０回の模試を実施します（赤字は必須模試となります）。

◎ 特進コースは別途、大学別模試の参加も奨励します。

◎ 校内で実施するセンター･マーク模試は原則必須とします。その他の模試は希望大学等を考慮し、

計画的な受験を奨励します。

◎ 各模擬試験の約１ヶ月前に、各クラスで日時・場所を含めた詳しい案内と申込用紙を配布します。

事務所の前の券売機で、その回の模擬試験の券を買い、申込用紙に貼って担任に申し込んで下さい。

平成2９（201７）年度　武相高校　３年　特進コース　模擬試験予定表


