
！「総合成績表」への成績の反映について
郵送返却用の「総合成績表」に成績が反映されるのは、『答案締切日（必着）』までに答案が到着したもののみとなります。なお、『答案締切日（必着）』を過ぎて受講期間内に到着した
記述式答案については添削を実施し、Web閲覧用の「総合成績表」に反映されます。

！「総合成績表」、「添削済み記述式答案」のWeb閲覧について
上記、Web公開日に「総合成績表」の閲覧が可能となります。「添削済み記述式答案」につきましては、添削作業が済み次第、随時閲覧が可能となります（提出から2週間前後を予定
しております）。

！「郵送返却オプション（「総合成績表」、「添削済み記述式答案」）の発送について
『郵送返却オプション発送日』に「総合成績表」を発送します。「添削済み記述式答案」につきましては、添削作業が済み次第、随時発送します（提出から3週間前後を予定しております）。

回数 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス 通信教材
発送日

答案締切日
（必着）

「総合成績表」「添削済み答案」
Web公開日16：00以降

郵送返却オプション
発送日

1 5/16（金） 5/17（土） 5/18（日） 4/30（水） 5/15（木） 5/30（金） 6/6（金）
2 5/23（金） 5/24（土） 5/25（日） 5/7（水） 5/22（木） 6/6（金） 6/13（金）

回数 金曜クラス 土曜クラス 日曜クラス 通信教材
発送日

答案締切日
（必着）

「総合成績表」「添削済み答案」
Web公開日16：00以降

郵送返却オプション
発送日

1 6/6（金） 6/7（土） 6/8（日） 5/21（水） 6/5（木） 6/19（木） 6/24（火）
2 6/13（金） 6/14（土） 6/15（日） 5/28（水） 6/12（木） 6/26（木） 7/1（火）

全国公開模擬試験 SA14881/SB14881

全国スーパー公開模擬試験 SA14882/SB14882

■演習タイムスケジュール

■各本校演習スケジュール ■外部会場　実施スケジュール
実施本校 実施クラス 実施時間 実施本校 実施クラス 実施時間

関
東

水道橋本校
金曜日 A

関
東
・
関
西
以
外
の
地
区

札幌本校 土曜日 A
土曜日 A 日曜日 A
日曜日 A★

仙台本校
金曜日 A

渋谷駅前本校
金曜日 A 土曜日 A
土曜日 A★ 日曜日 A
日曜日 A※ 新潟本校 土曜日 A

新宿エルタワー本校 金曜日 A 日曜日 A★
土曜日 A★

静岡本校
金曜日 A

新宿西口本校 土曜日 A 土曜日 A
日曜日 A 日曜日 A

池袋本校
金曜日 A 土曜日 A甲府本校
土曜日 A★ 土曜日 A長野本校
日曜日 A★

名古屋駅前本校

木曜日 A
土曜日 A新橋本校 金曜日 A
日曜日 A中野本校 土曜日 A

立川本校 土曜日 A 日曜日 A
日曜日 A 土曜日 A富山本校
土曜日 A★町田本校 岡山本校 土曜日 A

横浜本校
金曜日 A 日曜日 A
土曜日 A 広島本校 土曜日 A
日曜日 A★ 日曜日 A
日曜日 A川崎本校 土曜日 Ａ山口本校
日曜日 A藤沢本校 松山本校 土曜日 A

千葉本校
金曜日 A 日曜日 A
土曜日 A 土曜日 A高松本校
日曜日 A★ 福岡本校 金曜日 A

柏本校 土曜日 A 日曜日 A
日曜日 A★ 日曜日 A熊本本校
日曜日 A★大宮本校 土曜日 Ａ宮崎本校
土曜日 A★高崎本校 土曜日 Ａ長崎本校
土曜日 A水戸本校 鹿児島本校 金曜日 Ａ
土曜日 A宇都宮本校 土曜日 Ａ★

関
西

梅田駅前本校
金曜日 A 那覇本校 土曜日 Ａ★
土曜日 A 日曜日 A
日曜日 A

提
携
校

土曜日 A金沢駅西校
日曜日 A難波駅前本校 土曜日 A福井南校
土曜日 A天王寺北本校 土曜日 A三島駅前校

神戸本校
金曜日 A 土曜日 A浜松駅西校
土曜日 A 土曜日 B滋賀草津駅前校
日曜日 A 土曜日 A和歌山駅前校
土曜日 A姫路本校 土曜日 A松江殿町校

京都駅前本校
金曜日 B 土曜日 A宇部琴芝校
土曜日 A 土曜日 A山口大学前校
日曜日 A 土曜日 A佐世保駅前校

土曜日 A北九州小倉砂津校
★＝3/20現在、定員となっているクラスです。
外部会場への変更者などにより、定員状況は日々変化しますので、お申し込みの際にご確認下さい。

※福岡本校はスーパー公開模試のみ土曜クラス（時間帯A)を実施します。
※名古屋駅前本校の木曜クラスのスケジュールは名古屋駅前本校の窓口にてご確認下さい。
※渋谷駅前本校の日曜クラスは教室状況により、AP渋谷道玄坂（渋東シネタワー）・早稲田大学（スーパー2回のみ）等の外
部会場で受験していただく場合がございます。
　早稲田大学で受験いただく場合は、申込時にご案内いたします。

地域 実施会場 回数 実施クラス 実施時間
スーパー２回 日曜クラス A東京 早稲田大学
公開１回 日曜クラス A名古屋 名城大学

大阪 関西大学
公開２回

日曜クラス Aスーパー１回
スーパー２回

福岡
ＴＫＰ天神
シティセンター
アネックス

公開２回
日曜クラス Aスーパー１回

スーパー２回
※名古屋駅前本校日曜クラスは、全国公開（第1回）を外部会場（名城大学）で実
施いたします。この回は名古屋駅前本校では実施いたしません。

※梅田駅前本校日曜クラスは、全国公開（第2回）、スーパー公開を外部会場（関
西大学）で実施いたします。この回は梅田駅前本校では実施いたしません。
※福岡本校日曜クラスは、全国公開２回・スーパー公開を、外部会場（TKP天神
シティセンターアネックス）で実施いたします。福岡本校では実施いたしませ
ん。公開１回については、福岡大学で実施の可能性がございます。詳細は５
月上旬に発表いたします。

外部会場をご希望の方は、お早めにお申し込み下さい。
外部会場での受験をご希望の方は、実施日の1週間前までにお申込手続
を完了して下さい。オンラインショップでの販売は、2014/5/9（金）
までとなります。なお、先着順受付のため、定員に達し次第、受付を
終了させていただきます。

すでに他のクラスでお申込済みの方も、外部会場に変更できます。
すでに全国公開模試・全国スーパー公開模試をお申込済みの方でも、外
部会場への変更が可能です。ただし、クラス変更手続が必要となりま
すので、実施日の1週間前までに本模試を申し込まれた本校で（郵送・
オンラインショップで申し込まれた方はコールセンターにて）、変更の
手続を行って下さい。
※クラス変更の方も含め先着順受付となりますので、定員に達し次第、変更処
理を締め切らせていただきます。

実施時間Ａ 午前の部　  9：30～ 11：30＞＞休憩（90分）＞＞午後の部　13：00～ 16：00
実施時間Ｂ 午前の部　13：30～ 15：30＞＞休憩（90分）＞＞午後の部　17：00～ 20：00

※模擬試験に解説講義はございません。特典動画および「学習プラン練り直しカウンセリング」はWeb動画での視聴となります。
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