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高３・既卒生対象
実施日 模試名 出題形式 備考 主催

4/24(日) 第2回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
第1回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第1回 全国有名国公私大模試 記述 東進

6/5(日) 第1回 東大本番レベル模試 マーク・記述 東進
6/12(日) 第1回 全国統一高校生テスト マーク 東進
6/19(日) 第1回 京大・北大・九大本番レベル模試 記述 東進
6/26(日) 第1回 名大・阪大本番レベル模試 記述 東進
7/10(日) 第1回 東北大・東工大・一橋大本番レベル模試 記述 東進

第2回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第2回 全国有名国公私大模試 記述 東進

8/7(日) 第2回 京大・九大本番レベル模試 記述 東進
8/21(日) 第3回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
8/28(日) 第2回 東大本番レベル模試 記述 東進
9/4(日) 第2回 名大・阪大本番レベル模試 記述 東進

第3回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第3回 全国有名国公私大模試 記述 東進

10/2(日) 第3回 九大・京大・東北大本番レベル模試 記述 東進
第2回 東工大・一橋大本番レベル模試 記述 東進
神戸大本番レベル模試 記述 東進

10/16(日) 第3回 東大本番レベル模試 記述 東進
第2回 北大本番レベル模試 記述 東進
第3回 名大・阪大本番レベル模試 記述 東進

11/3(木・祝) 第1回 千葉大・広島大本番レベル模試 記述 東進
11/6(日) 第2回 全国統一高校生テスト マーク 東進

第4回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第4回 全国有名国公私大模試 記述 東進

12/11(日) 第4回 共通テスト本番レベル模試 マーク 東進
1/21・22(土・日) 第4回 東大・京大本番レベル模試 記述 東進

第5回 早慶上理・難関国公立大模試 記述 東進
第5回 全国有名国公私大模試 記述 東進

高１・高２生対象
実施日 模試名 出題形式 備考 主催

4/24(日) 第2回 共通テスト本番レベル模試 マーク 受験生レベル 東進
5/22(日) 第1回 大学合格基礎力判定テスト マーク 基礎レベル 東進
6/12(日) 第1回 全国統一高校生テスト マーク 受験生レベル 東進
7/31(日) 第2回 大学合格基礎力判定テスト マーク 基礎レベル 東進
8/21(日) 第3回 共通テスト本番レベル模試 マーク 受験生レベル 東進
9/25(日) 第1回 高校レベル記述模試 記述 標準レベル 東進
11/6(日) 第2回 全国統一高校生テスト マーク 受験生レベル 東進
12/4(日) 第3回 大学合格基礎力判定テスト マーク 基礎レベル 東進
12/11(日) 第4回 共通テスト本番レベル模試 マーク 受験生レベル 東進

1/14・15(土・日) 共通テスト同日体験受験 マーク 受験生レベル 東進
3/12(日) 第2回 高校レベル記述模試 記述 標準レベル 東進
3/19(日) 第4回 大学合格基礎力判定テスト マーク 基礎レベル 東進

中学生対象
実施日 模試名 出題形式 備考 主催

5/29(日) 第1回 全国統一中学生テスト マーク 受験生レベル 東進
7/9(土) 第1回 中学学力判定テスト マーク 中１・中２ハイレベル 東進
9/17(土) 第2回 中学学力判定テスト マーク 中１・中２ハイレベル 東進
10/30(日) 第2回 全国統一中学生テスト マーク 受験生レベル 東進
1/7(土) 第3回 中学学力判定テスト マーク 中１・中２ハイレベル 東進
3/11(土) 第4回 中学学力判定テスト マーク 中１・中２ハイレベル 東進

高３・既卒生対象 ＊ベネッセ単独主催は学校一括受験

実施日 模試名 出題形式 備考 主催

4月 総合学力記述模試 記述 ベネッセ
6月 総合学力マーク模試 マーク ベネッセ
7月 総合学力記述模試 記述 ベネッセ
9月 第1回 ベネッセ・駿台大大学入学共通テスト模試 マーク ベネッセ
10月 第2回 ベネッセ・駿台記述模試 記述 ベネッセ
11月 第3回 ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試 マーク ベネッセ

高１・高２生対象
実施日 模試名 出題形式 備考 主催

7月 総合学力テスト(高1・高2) 記述 ベネッセ
11月 総合学力テスト(高1・高2) 記述 ベネッセ
1月 総合学力テスト(高1・高2) 記述 ベネッセ
2月 大学入学共通テスト模試(高2) マーク ベネッセ

　　　　　　　　　　◆Benesse 進研模試　　　　　　　　　　　　　　

◆東進模試
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