
平成３０年度　外部模試等　年間計画 H30.0404 進路指導部

高3

会計 月 日 模試名 業者 模試名 業者 模試名 業者 模試名 業者 模試名 業者

3 13 スタディサポート ベネッセ スタディサポート ベネッセ スタディサポート ベネッセ スタディサポート ベネッセ スタディサポート ベネッセ 2980 学年費(済)

5 8 小論文トレーニング 第一 小論文トレーニング 第一 小論文トレーニング 第一 小論文トレーニング 第一 小論文トレーニング 第一 1600　学年費

6 9 総合学力マーク模試 ベネッセ 総合学力マーク模試 ベネッセ 総合学力マーク模試 ベネッセ 総合学力マーク模試 ベネッセ 総合学力マーク模試 ベネッセ 3590　学年費

6 18 志望理由書講座 学研 志望理由書講座 学研 志望理由書講座 学研 志望理由書講座 学研 志望理由書講座 学研 2100　学年費

6 進路費

7 6 小論文模試 学研 小論文模試 学研 小論文模試 学研 小論文模試 学研 小論文模試 学研 1800　模試会計　小論・推薦対象者

7 7 総合学力記述　3590 ベネッセ 総合学力記述　3590 ベネッセ 看護医療模試 2900 新セミ 学力到達度模試 2100 学研 就職公務員模試 1800 実教 進路別　学年費

8 5 第２回全統マーク模試 河合塾 4220　模試会計　希望者　三島

8 26 第２回全統記述模試 河合塾 4320　模試会計　希望者　三島

9 15 第１回ベネ・駿台マーク ベネッセ 看護医療模試　2000 東京アカ 3590　模試会計

10 6 第２回ベネ・駿台記述 ベネッセ 3590　模試会計

10 13 第３回全統マーク模試 河合塾 3600 模試会計　希望者　本校

10 21 第３回全統記述模試 河合塾 看護医療模試　2900 新宿セミ 3700 模試会計　希望者　本校

11 3 第３回ベネ・駿台マーク ベネッセ 3590　模試会計

12 1-2 センタープレテスト（ＩＣＰ） 河合塾 3910　模試会計

12 22 白パック演習会（ＩＣＰ） 代ゼミ 1600 模試会計　希望者　本校

1 9-17 センター前特別時間割Ｋパック 河合塾 1140 模試会計

※本校で「センター受験を必須とする者」とは、進学後も確実な学力を求められる者のことであり、以下の条件のいずれか１つでも当てはまる高３生をいう（平成３０年度より）

１．Ｙコースに所属する者

２．四年制大学を受験する者

３．短期大学及び看護系専門学校を「指定校推薦」で受験する者

備考

ＳＰＩ・クレペリン検査

四大・短大(センター受験)
及び　Ｙコース

短大(センター未受験） 一般専門 就職・公務員医療看護専門

代
金
一
括
集
金
　
該
当
模
試

学
年
費

※外部講師によるガイダンス
を複数回実施

※10月まで年間４回の
看護講座を実施

※希望者模試を受験可能



高2 高1

月 日 模試名 業者 月 日 模試名 業者

3 13 スタディサポート ベネッセ 2980 学年費(済) 4 6 スタディサポート ベネッセ 2980 学年費

7 7 総合学力テスト ベネッセ 2980 学年費 7 7 総合学力テスト ベネッセ 3170 学年費

8 19 全統高２模試 河合塾 3900 実費（希望者） 8 19 全統高１模試 河合塾 3900 実費（希望者）

11 3 総合学力テスト ベネッセ 3180 学年費 11 3 総合学力テスト ベネッセ 3170 学年費

1 24 小論文模試 2600 学年費 1 24 小論文模試 2600 学年費

1 26 総合学力記述模試 ベネッセ 3180 学年費 1 26 総合学力テスト ベネッセ 3170 学年費

1 27 全統記述高２模試 河合塾 3900 実費（希望者） 1 27 全統高１模試 河合塾 3900 実費（希望者）

1 29 ＧＴＥＣ ベネッセ 3080 学年費 1 29 ＧＴＥＣ ベネッセ 3080 学年費

2 11 全統マーク高２模試 河合塾 3900 実費（希望者） 3 小論文模試 論作文研究会 1000 進路費

センター早期対策模試 ベネッセ 3180 学年費 3 15 新２年スタディサポート ベネッセ 2980 学年費

看護医療模試 新宿セミナー 2400 学年費

学力到達度模試 学研 2200 学年費

就職公務員模試 実教出版 1400 学年費

3 小論文模試 論作文研究会 1000 進路費

3 15 新３年スタディサポート ベネッセ 2980 学年費

備考

2 9

全員共通
備考

全員共通
（２月進路別模試以外）


