
全国適性模試ファイナル編
各本校実施スケジュール

通信教材発送日、通信・通学共通成績公開スケジュール

※第4部は自己採点になります。採点希望者は別途「添削
オプション」のお申込みが必要です。

※欠席した場合の受講可能期間は当該実施日程を含めて
1ヶ月とし、それ以降のお渡しは出来ませんのでご注意ください
（LEC申込規定第9条5項）

実施時間帯
A 13：30～16：50
B 18：00～21：20

タイムスケジュール

▼
休憩10分

▼
休憩10分

▼
休憩10分

第1部 演習40分

第2部 演習40分

第3部 演習40分

第4部 演習40分

回数 教材発送日
解説動画Web配信日

マークシート郵送
提出締切日
（必着）

解答フォーム
入力期限 成績公開日 成績表発送日

【有料】

【有料】第4部表現を測る問題（小論文）

答案必着日 添削済答案
公開日

添削済答案
発送日

第1回 17/4/24(月) 17/5/8（月） 17/5/7(日) 17/5/15（月） 17/5/22（月） 17/5/8（月） 17/5/22（月） 17/5/18（木）
第2回 17/5/1(月) 17/5/12（金） 17/5/14(日) 17/5/22（月） 17/5/29（月） 17/5/12（金） 17/5/25（木） 17/5/25（木）
第3回 17/5/8(月) 17/5/19（金） 17/5/21(日) 17/5/29（月） 17/6/5（月） 17/5/19（金） 17/6/1（木） 17/6/1（木）

第4回（A日程）
17/5/15(月)

17/5/26（金） 17/5/28(日) 17/6/2（金）
発送無し

17/5/26（金） 17/6/8（木）
発送無し

第4回（B日程） 17/6/9（金） 17/6/11(日) 17/6/16（金） 17/6/2（金） 17/6/15（木）

※【Web・音声DL配信終了
日：2017年7月31日（月）】
【第4部表現を測る問題
（小論文）遅延答案受付
締切日：2017年6月30日
（金）必着】

※答練・公開模試の添削済答案及び成績表は、原則Ｗｅｂでの閲覧となります。郵送返却をご希望の方は、送料を別途申し受けます。
※第４回の個人成績表郵送返却及び第４部添削答案郵送返却はございません。
※個人成績表郵送返却オプションをお申込みの方でも、第４部（表現力を測る問題）の添削答案の郵送返却をご希望の方は別途お申込みが必要です。
※第４部郵送返却する答案は答案原本をコピーしたものに添削し、返却いたします。答案用紙原本はお返しできませんので予めご了承ください。

※上記の通り、各回ごとに締切日（フォーム入力期限）が設定されており、期限を過ぎて入力された場合、成績処理は行いませんので予めご了承ください。
※自宅受講（通信）はマークシートの提出または解答フォームへの入力のいずれかの方法で解答をご提出ください。

■一般価格とは、LEC各本校・LEC提携校・LEC通信事業本部・LECオンライン本校にてお申込される場合の受付価格です。
■大学生協・書籍部価格とは、LECと代理店契約を結んでいる大学内の生協、購買会、書店にてお申込される場合の受付価格です。
■代理店書店価格とは、LECと代理店契約を結んでいる一般書店（大学内の書店は除く）にてお申込される場合の受付価格です。
■上記大学生協・書籍部価格、代理店書店価格を利用される場合は、必ず本冊子を代理店窓口までご持参ください。

受講料
受講形態 申込形態 回数 一般価格 大学生協書籍部価格 代理店書店価格 講座コード模試 解説講義 税込

会場受験 Web

一括 全4回

15,660円 14,877円 15,347円 LA17890
DVD 17,280円 16,416円 16,935円 LA17890＋LB17890

自宅受験 Web 15,660円 14,877円 15,347円

LB17890DVD 17,280円 16,416円 16,934円

提携校通学 提携校（Web） 15,660円 14,877円 15,347円
提携校（DVD） 17,280円 16,416円 16,934円

会場受験 Web

各回 各1回

4,860円 4,617円 4,763円 LA17890
DVD 5,400円 5,130円 5,292円 LA17890＋LB17890

自宅受験 Web 4,860円 4,617円 4,763円

LB17890DVD 5,400円 5,130円 5,292円

提携校通学 提携校（Web） 4,860円 4,617円 4,763円
提携校（DVD） 5,400円 5,130円 5,292円

受講形態 申込形態 回数 一般価格 講座コード税込

個人成績表郵送返却 一括 全3回 1,620円 LB17890各回申込 各1回 540円
第4部表現を測る問題（小論文）

有料添削
一括 全4回 8,640円 会場：LA17890

自宅：LB17890各回申込 各1回 2,160円
第4部表現を測る問題（小論文）

有料添削答案郵送返却
一括 全3回 1,620円 LB17890各回申込 各1回 540円

【解約・返品について】 1．弊社所定紙面をご提出下さい。実施済受講料、手数料等を清算の上返金します。教材等の返送料はご負担いただきます。
2．詳細はhttp://www.lec-jp.com/kouzamoushikomi.htmlのLEC申込規定第3条をご覧下さい。

回数
通学クラス

月曜クラス 土曜クラス

第1回 17/5/1(月) 17/5/6(土)

第2回 17/5/8(月) 17/5/13(土)

第3回 17/5/15(月) 17/5/20(土)

第4回（A日程） 17/5/22(月) 17/5/27(土)

第4回（B日程） 17/6/5(月) 17/6/10(土)

関
東
地
区

水道橋本校 A -

渋谷駅前本校 - B

池袋本校 A -

関
西
地
区

梅田駅前本校 - B

神戸本校 - B

京都駅前本校 - A

そ
の
他
全
国

札幌本校 - B

静岡本校 A -

広島本校 B -

松山本校 - A

福岡本校 B -

那覇本校 A -

富山本校 - A

長崎本校 - A

鹿児島本校 A -

高松本校 - A
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※本模試は2015年に実施した同名の講座と同一となります。

永野 康次
LEC専任講師

担当講師

OUTPUT

■この模試を受けると…
Point 1● 

Point 2● 丁寧な解説講義つき。

Point 3● 

Point 4● スピーディな成績表の閲覧

●適性試験本試験を間近に控えた受験生

対 象

全　4 　回

回 　 数

タ イ ム テ ー ブ ル

開 講 日

個人成績表　各肢別の正誤を明示！ 志望大学別成績　大学別に自分の位置づけを確認

▼

▼

▼

（休憩10分）

（休憩10分）

論理的判断力を測る問題 40分

分析的判断力を測る問題 40分

長文読解力を測る問題 40分

解説講義を受講

第1部

第2部

第3部

▼（休憩10分）

表現力を測る問題 40分

60分

第4部

自宅にて

総合成績表　得点の分布図と各肢別の正答率がわかる！

Score Onlineでいつでもどこでも閲覧可能

永野 康次 LEC専任講師からのメッセージ

全 4 回で実施される全国適性模試ファイナル編。問題形式、マークシートも本試験に完全対応してい
ます。

LEC の成績表はインターネットでご提供。インターネットですので、時間・場所を選ばずに確認するこ
とができます。もちろんプリントアウトもできますので、持ち運ぶこともできます。

多数の受験者を誇る LEC だからこそ本試験に近い総合判定を行い、自分の位置や、ライバルの状況
を確認することができます。

永野康次 LEC 専任講師の解説講義があります。適性試験対策講座のテキスト監修も努めた永野講師
が担当ですので、充実の解説講義が受けられます。

適性試験対策の総仕上げともいえる模試です。そもそも、適性試験は「何が出るかわからない」
といわれたりしますが、これまで実施された本試験を見てみると、明確な傾向・出題範囲という
ものが存在します。そのため、事前に予想問題などを解いておく事は、高得点を獲得する上で非
常に有効といえます。また、私の解説講義でも、本試験で特に重要な点について深く解説をします。
本試験の傾向を踏まえたこの模試を利用して、上位難関校合格を勝ち取って下さい。

全国適性模試ファイナル編

本番の疑似体験ができる

本試験に近い総合判定

※第4部は自己採点になります。

【通信】教材発送開始日：

【通学】開講日：

4/24（月）
5/1（月）6（土）

2017 /7/31（月）
受講期限


