
感　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想 高校 学科 氏名 中学校

個人成績表では、合格判定のグラフや志望者順位など、くわしく判定してあってとても分かりやすかった。領域別成績も細かく分かり
やすく、勉強するときにとても役に立った。ホームページで、内申点もあわせて判定すつシステムは、より正確さが増し、実感がわき、
とても役に立ってよかった。

新潟 普通 河内 陸様 宮浦

点数だけでなく内申とも合わせて自分の実力が分かり、本当に受けて良かったと思っています。 新潟 普通 立川 玄様 鳥屋野

一ヶ月おきぐらいに模試があって、模試の間に勉強してきたことが結果にどう出るのか分かってとても楽しかった。 新潟 普通 佐々木 圓和様 舟栄

なかなか参考になりました。 新潟 普通 広瀬 瑠伊様 宮浦

県内の順位がわかる、というのなモチベーションが上がってよかったです。自分の苦手な所がわかるのも役に立ちました。 新潟 普通 小針

自分の実力が正確に分かり、希望している志願者の人たちの中での順位も分かってとても良かった。難問にも慣れることができた。 新潟 普通 鳥屋野

自分がどのくらいののか分かってよかった。 新潟 普通 白新

ネットで内申点を入れて点数が出るのが良いと思いました。 新潟 普通 東新潟

以下に掲載いたしました内容は、平成２４年度新潟県統一模試受験生を対象として
平成２５年３月に実施いたしました高校入試結果アンケート（任意）にてお答えいただいたコメントです。
各コメントは実名公表または匿名公表にご承諾をいただいたうえで掲載いたしております。（順不同）

自分の力がどのくらいあるか、とてもはっきりと知ることができ、自分の進路を決める大きな手助けとなりました。 新潟 普通 宮浦

統一模試のおかげで今、自分の順位がわかり参考になりました。 新潟 普通 鳥屋野

私は第5回から受験させていただいたのですが、自分の弱点や、志望校にあと何点必要かなど、くわしく分かることができ良かったで
す。

新潟 普通 上山

本番のテストの参考になったテストだった。 新潟 普通 宮浦

進路選択の時にとても役に立ちました。 新潟 普通 石山

学校以外の学習は全くしていなかったので（塾や進研ゼミなど）とても参考になりました。ありがとうございました。 新潟 普通 木戸

自分の苦手分野や合格するために必要な点数がわかってたいへん役に立ちました。 新潟 普通 木戸
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教室内に様々な中学の人がいて、受験の雰囲気が出ていた。 新潟 普通 東新潟

・自分のレベルがわかって、順位や合格率も進路決定の参考になりました。　・内容の入試に沿っていてよかったです。 新潟 普通 木戸

受検があらかじめ体験できてとてもためになった。 新潟 普通 下山

志望校のコメント欄に少しはアドバイスが欲しいと思った。ニガテなことも、自分で分かっているのと人に言われるのとは違うので、効
果があると思う。

新潟 普通 亀田

統一模試のおかげで実力がわかり、勉強に役立った！！グラフがわかりやすい！！ 新潟 普通 小針

自分の実力、成績の上がり具合がわかってよかった。 新潟 普通 小針

最後の模試で努力圏内になってしまい、本当に焦りましたが、最後まであきらめずにがんばって合格できたので良かったです。 新潟 普通 小新

国語の記述問題でなぜ自分が満点とれなかったのか分かってよかった。 新潟 普通 黒埼

第7回模試を受けた。風邪で会場に行けなかったので、送られてきたものを解いた。リスニングＣＤまで送られてきたので驚いた。電
話の人は優しかった。

新潟 普通 赤塚

統一模試で最後によい点をとることができ、本番の試験での自信につながりました。本当にありがとうございました。 新潟 普通 赤塚

自分の苦手なところが分かるのがよかった。 新潟 普通 内野

当日と同じような環境で、きん張感を持ちながら試験をうけることができました。とても良かったです。 新潟 普通 葛塚

統一模試は志望校を判断するのに、すごく役立つし、結果が信用できる。受けるなら早くから受けたほうが絶対いいと思った。 新潟 普通 光晴

県内での自分の順位を知ることができたので、自信を持つことができた。 新潟 普通 葵

参考になってよかった。 新潟 普通 本丸
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模試のおかげで自分の弱点を知ることができ、学習する際の参考になりました。本番さながらの雰囲気を味わえるのもメリットです。 新潟 理数 金子 裕史様 関屋

新潟県という規模でやっているため新潟県内の自分の位置が分かり、とても受験で参考になりました。 新潟 理数 佐藤 舜様 新大附属新潟

統一模試は県内でとても多くの人が受けています。なので他の模試よりも県内順位や合格、不合格判定が正確！！高校に行っての
受験は入試の体験が出来て良かった！！統一模試は受けるべきです！！

新潟 理数 武田 実沙希様 藤見

統一模試は入試と類似問題が多くて、ためになりました。 新潟 理数 堀口 くらら様 新大附属新潟

自分の弱点が分かったし、より入試に近いテストで入試の良いプレテストになった。 新潟 理数 近江 龍太郎様 新大附属新潟

自分の実力が把握でき、焦らず勉強できた。 新潟 理数 鳥屋野

自分のレベルを知るに、参考になりました。 新潟 理数 山の下

新潟県統一模試は、たくさんの人が受けるので、自分の実力を知ることができました。受験してよかったです。 新潟 理数 小新

会場はきれいな方が良い。車の送迎しやすい場所が良い。 新潟 理数 濁川

いろいろな問題が溶けて良かったです。 新潟 理数 若宮

数学が簡単だったので調子にのってしまった。 新潟 理数 五泉

模試を受け、自分の分からない点がはっきりわかり勉強がやりやすくなり入試を受けやすかった。 新潟中央 普通 伊藤 菜々子様 寄居

まず、自分がどのくらいの学力でどこの位置にいるのかがわかった。（学校の実力テストだと志望校の判定などしてもらえないから。）
それに、実際に高校へ行ってテストを受けるので、それなりのきんちょうがあったし、時間も入試と同じだったので、当日、大きいきん
ちょうもせず、受けることができたのでよかった。ありがとうございました。

新潟中央 普通 高野 結様 上山

自分の学力がはかれてよかった。志望校のラインがわかってよかった。 新潟中央 普通 関屋

模試のおかげで違う中学の人や知らない人ととなり合わせという状況になれることができたため、あまりきんちょうせずできた！ 新潟中央 普通 宮浦
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結果がくわしくて、苦手な単元を知ることができたので、とても助かりました。 新潟中央 普通 小新

模試を受けて、改めて自分の志望校がとても高い所だと気づきました。でも、そこから勉強して、合格する事ができてよかったです。 新潟中央 普通 不明

入試当日と同じような雰囲気だったから、よかった。また、自分の実力を知ることができてよかった。 新潟中央 普通 新津第五

新潟県統一模試の結果は、どこまで信用していいのか分からない部分もありましたが、志望校選びのよい参考にもなりました。 新潟中央 普通学究 湯田 琴未様 新津第二

受験する高校を決める上でとても参考になりました。 新潟中央 普通学究 宮浦

自分の実力をよく知ることができた。テストの内容が入試問題と形式が似ているので受けて損はあまりない。 新潟中央 食物 土谷 鮎様 下山

統一模試を受けたおかげでやる気が出ました。受験への意識も高まり、受けて良かったと思います。 新潟中央 食物 渡邊 観愛様 中野小屋

自分の苦手が分かり、効率的に勉強ができるようになった。 新潟中央 食物 石山

塾などに行っているわけではなかったので、学校の進路指導だけでは不安でしたが、統一模試を数多く受験できたことで指標になり
ました。どの領域が苦手かのどもよくわかり助かりました。

新潟中央 食物 横越

この模試は、本番と同じような形式、時間、環境になっていたため、とてもよい練習になりました。また、結果を返された時に、志望校
への判定、不得意分野、偏差値がしっかり出ており、学習のいい参考になりました。

新潟南 普通 山﨑 大暉様 新大附属新潟

出題形式が入試そっくりで、新潟県での順位も出るから、受験勉強の良い材料となった。 新潟南 普通 横山 香乃様 寄居

そのときの自分の実力を知ることができ、志望校決定に役立った。おかげで合格することができた。 新潟南 普通 阿部 光良様 舟栄

自分が今、どの圏内にいるのかが分かり、安心して受験勉強ができました。 新潟南 普通 五十嵐 健快様 関屋

とても参考になりました！少しずつ学力が伸びるのが目に見えて分かってよかったです。 新潟南 普通 田中 毅様 大江山

進学校では内申点が大切です！ 新潟南 普通 加藤 倫太郎様 坂井輪
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統一模試を受けて結果が返ってくると、一目で自分の苦手分野がわかるので、そこに重点をおいて無駄なく勉強をすることができまし
た。同じ高校を志望している人の中での順位も出るので、とてもやる気が出ました。おかげで志望校に合格できました。ありがとうご
ざいました。

新潟南 普通 曽田 咲恵様 光晴

統一模試をやっていたおかげで、本番でもあせらずに実力をだせた。 新潟南 普通 稲餅 瞬様 五泉

県内の大勢の受験生が受けているテストなので、志望校を決める際にすごく頼りになりました。 新潟南 普通 宮浦

県内で自分のレベルが分かるので良いと思います。 新潟南 普通 上山

何回も模試を受けることで、テストの緊張感にも慣れる事ができて、結果が上がって自信がつきました。 新潟南 普通 寄居

合格率がわかって安心した。第一希望者だけの順位（学校別）のも出すといいと思う。 新潟南 普通 上山

多くの生徒が受検しているので、県内での自分のレベルが明確に分かる。 新潟南 普通 宮浦

解説がていねいで、とってもわかりやすかったです！！受験してよかったなーと思いました。 新潟南 普通 山の下

1月、2月と模試を受けさせていただきましたが、今思うと、もっと受けとけば良かったと思っています。自分でこの点をとろうがんばれ
るようになりました。毎回点が違ってくるので、自分のニガテが見えてくるようになりました。目的を絞って勉強できました。

新潟南 普通 木戸

とても役に立った。自分のニガテを知り、克服することができた。 新潟南 普通 赤塚

統一模試を受け、知らない人の中で取り組んでいたため、本番は緊張せずに受けることができました。また、本番に近い問題を解くこ
とで自分の弱点がわかったし、勉強した分だけ結果が目に見えるところもよかったです。

新潟南 普通 坂井輪

県統一模試を受けて、雰囲気を体感したり県内での順位が知れたので、とっても役に立ちました！！おかげで第一志望合格しました
♪受けてみて良かったです！とても感謝しています。ありがとうございました！！

新潟南 普通 小針

本番と同じような雰囲気で行えたので、入試もそれほどきんちょうせず臨むことができました。受けていて本当に良かったです！！ 新潟南 普通 西川

試験監督の声がちいさい。 新潟南 普通 小須戸

志望校の合格可能性が分かるのは、志望校の決定の参考になりとても良かったです。周りにも受けている友達がたくさんいるので、
結果を言いあって勉強の刺激になり、負けないぞという気持ちになりました。

新潟南 普通 小須戸
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毎回、受験へのモチベーションがＵＰし、その他にもメリットがたくさんある模試だと思いました。 新潟南 普通 長岡大島

入試本番と同じようにやれてよかったです。届いた結果も詳しく、志望校に向けて苦手を確認することができました。 新潟南 普通理数 伊藤 美桜様 亀田

会場の様子が本番さながらで、時間配分の練習にもなり、本当に受けてよかったです。周囲が勉強していることもわかり、自分も勉強
しなくては、と思わされた。結果ははげみにもなり、すごくよかった。

新潟南 普通理数 高橋 明日香様 五十嵐

自分の実力、どの高校が自分の実力にあうかが、よく分かってよかった。 新潟南 普通理数 宮浦

受験の雰囲気や問題の傾向がわかってよかった。 新潟南 普通理数 上山

統一模試を受けたことで、自分がどのくらいのレベルなのか知ることができ、志望校を選択する際に役立った。 新潟南 普通理数 小合

高校受験へのイイ参考になるし、実力がわかる。うけてよかったと思える。 新潟江南 普通 平尾 律弥様 鳥屋野

統一模試で入試の傾向を知ることが出来たし、高校の雰囲気も知れて良かった。おかげで、入試当日もあまり緊張せずにすんだ。 新潟江南 普通 佐藤 美沙季様 山の下

実際にテストとはどんなかんじなのかがわかったので試験当日もそんなにきんちょうしなかった！ 新潟江南 普通 小泉 舞華様 石山

受験校を決定する際に、とても参考になりました。志願変更して正解でした。ありがとうございました。 新潟江南 普通 上山

むずかしかったです。 新潟江南 普通 鳥屋野

自分は希望校に入れるか、よく分かった。 新潟江南 普通 鳥屋野

高校を決めるためにとても役立ちました。模試の結果をみるたびに、勉強がんばろうと思いました。ありがとうございました！！！ 新潟江南 普通 東新潟

自分のレベルがわかってとてもタメになった。合格率40％と出て逆に、何くそ！！とヤル気になった。 新潟江南 普通 下山

1月に受験し不得意な分野を知ることができ、その後の受験勉強に効率よく取り組むことができました。 新潟江南 普通 東新潟
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だいたいのレベルが分かってすごく良かった！緊張感も味わえて当日そんなに緊張しなくて良かった！ 新潟江南 普通 小新

自分の学力がどれくらいなのか、自分の行きたい高校に行けるかどうかがわかり、結果を見て目標を決めることができました。 新潟江南 普通

統一模試を受けたことで、公立受験の練習になったし、試験結果も、めやすになりました。 新潟西 普通 小針

模試は過去のデータから出そうな問題抽出してあり、解答解説も丁寧で分かりやすく復習することができ力をつけることができまし
た。

新潟西 普通 吉田

試験中、集中してとりくむことができてうれしかったです。 新潟西 普通 吉田

学校内のテストとは違った緊張感の中で受けれて良かった。受験校選びの参考になり良かった。 新潟西 普通

受験本番さながらの雰囲気でのテストを何回も受ける事によって、緊張の中ども実力を発揮できる様になってきました。受験して本当
に良かったです。

新潟西 普通学励 坂井輪

さすがに難しかったが、受験のための良い勉強になった。 新潟西 普通学励 坂井輪

自分の実力やニガテがわかるので、いいと思った。 新潟西 普通学励 西川

模試の問題は難しいのばかりだったけど、それが、学校のテストなどにも出たので良かった。 新潟東 普通 吉川 桃恵様 松浜

自分の実力が知れて良かったです。本当にありがとうございました。 新潟東 普通 木戸

合格可能性を知ることができたので、とてもよかった。 新潟工業 機械工学 黒埼

本番のように受験ができ、やってよかったと思いました！！結果も分かりやすくて、自分があとどのくらいがんばればいいにかも分か
り、とても良かったです!!新中3の人にやって損はないので、是非やってほしいです

新潟工業 建築 上山

よかったです。 新潟工業 建築設備 東石山

入試と統一模試の問題の形式がにていて入試本番に緊張しなかった。 新潟工業 土木 松野　匠様 小新
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初めはＮＳＧ経由で受けました。塾をやめてから一度受けずにいたら、不安になり、個別で申し込みをして受けました。数学でわかり
やすいアドバイスで、安心できました。

新潟商業 総合ビジネス 近藤 大吾様 西川

志望校ごとに受験者の中の順位が出ていて、自分のだいたいのレベルをつかむことができて、とても参考になりました。 新潟商業 総合ビジネス 丸山 瑞樹様 三条第一

本番と同じようにできて問題けいこうなどが分かった。圏はあくまで参こうなので、あきらめないことが大切だと思う！ 新潟商業 総合ビジネス 大江山

自分のランクがどのくらいか分かりました。 新潟商業 総合ビジネス 赤塚

模試で試験会場の雰囲気になれることが出来たので、本番で緊張せずテストに臨めました。 新潟商業 総合ビジネス 内野

自分の志望校の判定が役に立った。 新潟商業 総合ビジネス 小新

模試で受験の雰囲気がつかめました。 新潟商業 総合ビジネス 白根第一

自分の実力も知ることができ、偏差値や全体順位など色々なことがくわしく分かるので、とても良かった。 新潟商業 総合ビジネス 光晴

模試で自分の実力を知ることができてよかった。入試を想定した問題や雰囲気でとてもよかったです。高校でも頑張りたいです。 新潟商業 総合ビジネス 水原

入試より難しく、力がつきました！そのあかげで合格できたんだと思います。 新潟商業 情報処理 相馬 未来様 松浜

受験校を決める時に模試の結果を見て判断しました。 新潟商業 情報処理 鳥屋野

模試のおかげで自分の成績がわかった！！ 新潟商業 情報処理 石山

本番の試験にあがらないための練習になりました。実力をためせる事もとても参考になり、志望校を決めるのに大変良かったです。 新潟商業 情報処理 石山

とても細かいデータをのせていただき、とても役に立ちました。 新潟商業 情報処理 中野小屋

推薦で合格しましたが、本番の感じをあじわえて良かったと思います。 新潟商業 情報処理 白根第一
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模試で30％～40％だったのに合格した！！ 新潟向陽 普通

志望校の合格率などが、くわしくでていたので良かった。 新潟向陽 普通 金津

受験のさんこうになるので、まよっている人に勧めたいと思いました。 新潟向陽 普通

本当の受験のようなきんちょう感でテストを受けられたので、やってきてとても良かったと思いました。 新潟向陽 普通

今現在の自分の実力と、全体でみたときの順位がはっきりと示されたので大変参考になった。又、自分の弱点が教科ごとに見えてき
たことも勉強を進めるのに役立った。ありがとうございました。

新津 普通 白根第一

1回しか受けていなくても、自信につながりました。 新津 普通 新津第五

緊張感が味わえて良かった。 新津 普通 若宮

自分の実力がよく分かった。高校のレベルがよく分かった。 新津 普通 葵

領域別成績表で、自分の弱点がよくわかりました。自分の実力でどこまでできるかを見定めるのに、大変役に立ちましたし、目標を立
てて勉強することができました。

新津 普通 五泉北

高校受験、初めてでしたので、志望校選びにとても参考になりました。合格率、合格圏校が具体的にわかるのは統一模試でけです。
次男の時も必ず利用させていただくと共に、知人にもすすめたいと思っています。

新津 普通

テストの雰囲気に慣れ、本番も緊張せずに望めました。 新津南 普通 原 樹璃亜様 三条第四

志望校を決める時に、とても参考になりました。電話で第2、第3志望の高校の順位が聞けるのも、とてもありがたかったです。 万代 普通 星野 優真様 上山

試験と同じような緊張感で臨める環境が整っていて受けやすかった。模試の内容や、そのつどくる結果は、高校選びにとてもやくに
立った。

万代 普通 坂井 里菜様 小針

公立高校の入試問題に似ているのでよい。勉強の進め方や自分の学力の伸びぐあいが、模試の結果でよくわかり合格につながった
と思う。

万代 普通 二葉

受験のふんいきにも慣れるし、順位が1ケタだったりすると、すごく自信につながったので、参加してよかったなと思います。塾にもは
いってなかったので、大勢の中での順位がわかるのはとてもありがたかったです。内容も学校受ける実力テストよりも難しかったりし
たので、そこから実力ＵＰにつなげていけたと思います。

万代 普通 二葉
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自分が行きたい学校の、自分が今、どのくらいの位置にいるのかを模試で知り、順位ＵＰのために勉強をがんばることができました。 万代 普通 藤見

塾に行ってなかったので、志望校を決める際に役立った。 万代 普通 東石山

本番のような感じで受けられて、とても良かったです。本番にあせらなくてすみます。 万代 普通 藤見

自分の苦手なところが分かりました。志望校を決める参考になりました。 万代 普通 横越

欠席したときも家で受けることができてよかった。 万代 普通 坂井輪

模試は7月～1月まで受けました。成績はガタガタだったけれど、志望校まで、あとどのくらいかが分かりました。半年間お世話になり
ました！！

万代 普通 松浜

環境が本格的だったので、本番さながらに受けられてよかった。会場がせまいのは、はいりょしてほしい。 万代 普通 松浜

統一模試で本番までのいいリハーサルになりました。自分に自信をつけることができたのも、統一模試のおかげです。 巻 普通 齋藤 優至様 内野

多くの人が受けているので志望校の決定にとても参考になりました。 巻 普通 山田 哲様 赤塚

・学校以外の場所で知らない人とやる事で入試本番と同じ感じでよい練習になった。　・結果がわかりやすい、あと何点必要だとか提
出した志望校以外にも自分にあう学校がいくつも書かれていた。

巻 普通 金安 美侑様 三条第一

知らない人がたくさんいるので、緊張感を持って受験することができた。公立一般の練習になるのでとてもいいと思った。 巻 普通 金子 千紘様 分水

自由にべんきょうしていたけど模試の結果をみてかえられたのでよかった。 巻 普通 長谷川 巧様 燕

統一模試を受けてよかった。自分の実力を知れた。 巻 普通 五十嵐

私は12月から受験したのですが、とても力がついたと思います。 巻 普通 赤塚

入試と同じ形式だったおかげで、本番と時、ほどよいきんちょうを保つことができました。ありがとうございました。 巻 普通 五十嵐
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統一模試の試験を何度か受けていたので、本番落ちついて受検にのぞめました。 巻 普通 潟東

志望校の合格確率がリアルにわかった。自分の弱い所が明確になり対処できた。 巻 普通 西川

自分の成績での位置がわかり役立った。 巻 普通 西川

希望の高校に合格するために、自分の実力があとどれくらいで、今どのあたりなのかが、グラフにより分かりやすく見れてよかった。 巻 普通 寺泊

新潟県統一模試を受けて、自分の実力を調べることができました。合格できてよかったです。 巻 普通 吉田

高校を決定する良い資料になりました。 巻 普通

自分の順位がわかった。 巻総合 総合 西川

高校選びの参考になった。 巻総合 総合 北辰

何回も受けたおかげで、本番、リラックスできました。ありがとうございました。 三条 普通 藤井 佳世様 白南

入試当日の緊張感を実際に感じることができリハーサルとなりました。回答の結果でどの位のレベルにあるのかが把握できてとても
参考になりました。

三条 普通 菅原 麻椰様 大崎

本番のような緊張感を味わうことができてよかったです。 三条 普通 土田 友輝様 燕

統一模試の問題は難しかったのですが、必ず間違ったところは見直し、復習して自分の力になると信じて頑張りました。 三条 普通 下村 侑様 分水

受験に近い日程でできてよかった。合格の確率がでるのがよかった。 三条 普通 本間 陽介様 燕

問題も、難しいものから易しいものまであり、内容が充実していたと思います。また、自分が県内のどレベルにいるのか分かったの
で、高校を決める上で参考になりました。

三条 普通 田巻 陽菜様 小池

統一模試で自分やライバルのレベルを知り、自分の実力に合った高校へ進学することができた。 三条 普通 中之口
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入試を想像して受けることができました。 三条 普通 長岡大島

統一模試は県内の多くの人が受験するので、より正確な順位を知ることができ、又、会場も違う場所であり、入試の緊張感を味わうこ
とができるので、自分にとってよいものとなったと思います。

三条 普通 見附

模試は適度に緊張感があってよろしい。 三条 普通 三条第一

夏のころは、あまり受験を意識していなかったけど、模試の結果をみて、このままではだめだと思って、勉強を頑れた。家でも何度も
模試の問題を解き、本番に備えた模試でミスしたところをまとめるノートをつくって見直した。

三条 普通 本成寺

志望校のだいたいの志願者数がわかり、とてもうれしかった。模試のおかげで成長できたと思う。 三条 普通 三条第三

統一模試を受けると自分の実力が分かる。 三条 普通 三条第二

最初はヘコむこど、上がっていく過程がうれしい！ 三条 普通 三条第三

受けてる人が多く、自分がどのくらいか分かってよかった。あと何点くらいとればいいのか分かってよかった。 三条 普通 本成寺

自分のレベルがわかり、志望校を決めるのに役立ち、とてもよかったです。 三条 普通 下田

初めて受けたとき、努力圏でショックをうけました。けど、あきらめずにやって志望校に合格することができました。最後の模試でも可
能圏だったのですが、模試を振り返りとかして前日までがんばったら合格できました。ありがとうございました。

三条 普通 大崎

入試前に自分の実力やにがてな所の確認ができてとてもよかった。 三条 普通 三条第三

入試本番のよりちょっと難しかったので、シビアな点数がわかってやる気が出ました。試験に向けての模試は本当に大事だと思いま
した。

三条 普通 三条第一

全県での自分の位置が分かって良かった。 三条 普通 栄

県内で自分の順位がわかり、危機感がもてたり、点数が上がっていくのを見てやる子もでました！！！ 三条 普通 小池

データがわかりやすくて、本当に受けてよかった。自分の弱点も分かるし、入試のような緊張感で受けられるのがいいと思う。自信が
なくても受けるべきだと思う。

三条 普通 燕
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本番のような緊張感でできた。慣れるためにあと数回うければよかったと思った。 三条 普通 燕

志望校の合格判定が大変参考になりました。学校の各テスト得点が同じ志望校の人達と客観的に模試を受けることによって信憑性
があるか参考になった。

三条 普通 分水

内申が自信がなかったが、模試の結果を参考に受けることを決めた。 三条 普通 燕北

学校で行われる模試に比べて、難しかったけど、逆にやる気が出て良かった。 三条 普通 若宮

自分の実力を試すのにすごく役立った。目標の高校まであと、どれくらいののかはっきり分かって、受験してよかったと思っている。 三条 普通 田上

統一模試では、校外の生徒との比較ができるので、自分の本当の実力を知ることができた！！ 三条 普通 加茂

受験する人が多い模試なので、合格判定の結果が信頼でき、また会場には本番さながらの雰囲気ができていたので、たった一度だ
けの受験でも良い体験ができたと思います。

三条 普通 若宮

この模試を受けて自分のできないところが分かり、そこを中心に勉強をしたら無事合格できました。一回でもこういうものを受けた方
がいいなと思いました。

三条東 普通 佐藤 綾華様 三条第三

入試の基準になってとてもよかったです。 三条東 普通 樋口 史朗様 三条第四

自分の学校は小規模校なので、大勢の人が受験する統一模試で自分の実力を知りたいと思って受けました。結果はあまり良くなく
て、それから尚更頑張ろうと思って勉強しました。

三条東 普通 登坂 宏毅様 燕北

自分の実力だどれくらいあるのかを知ることができたのでよかった。 三条東 普通 石井 優衣様 加茂

自分の実力をよく知ることが出来て良かったです。入試に向けてのいい資料になりました。受けて良かったです。 三条東 普通 中之島

自分の順位がｗかるので志望校を決めるのに役立ちました。 三条東 普通 三条大島

模試を受験したおかげで、志望校での順位が分かってよかった。受験勉強の目安になった。 三条東 普通 三条第三

とても良かった。 三条東 普通 小池



感　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想 高校 学科 氏名 中学校

以下に掲載いたしました内容は、平成２４年度新潟県統一模試受験生を対象として
平成２５年３月に実施いたしました高校入試結果アンケート（任意）にてお答えいただいたコメントです。
各コメントは実名公表または匿名公表にご承諾をいただいたうえで掲載いたしております。（順不同）

とてもためになるテストだった。テストの内容も手ごたえのあるテストだった。 三条東 普通 小池

とても良かった。 三条東 普通 小池

統一模試を受けさせていただいたおかげで、志望校の合格率などがわかり、学習にさらに取り組むことができました。本当にありがと
うございました。

三条東 普通 七谷

この模試は自分の成績がわかって、あとニガテもわかっていいし、本当の受験みたいにできるので、いいと思います。こんなに良いの
にもうちょっと早くであっていればよかったと思います。

県央工業 工業 松崎 航様 見附南

中学校の学力テストにばらつきがあり、不安でした。統一模試を受けて合格ラインがはっきりとして良かったと思います。 県央工業 工業 田上

本番と同じような感じで受けることができたので良かった。 三条商業 総合ビジネス 佐藤 文也様 三条第四

試験会場の緊張感や時間の使い方が学べて良かった。 三条商業 総合ビジネス 今町

二年の時から受けて点数が上下するが分かってよかったです。模試の結果で高校を決めました。 三条商業 総合ビジネス 大崎

応用問題などがたくさんあって、どのように解くか、理解することができ、勉強に役立ちました。 三条商業 総合ビジネス 本成寺

何回か模試を受けていたので、本番は緊張しなかった。自分が志望校のどの位置にいるかが、はっきり分かるし、問題の傾向も参考
になりました。ありがとうございました。

三条商業 総合ビジネス 燕北

皆、模試は受けた方がいいよ。入試のあのしーんとした空気に慣れられるよ。 三条商業 総合ビジネス 巻西

自分の順位、行きたい高校の決め手になった。 加茂 普通 高橋 卓様 月潟

入試にむけて、とても良い経験をしました。内容は難しく、レベルが高いなあ・・・と思いました。 加茂 普通 南波 ゆり乃様

自分が志望校に対して、どれくらいのレベルかが分かるので、受けて良かったです！ 加茂 普通 白根第一

入試の練習にとても役立った。緊張感が入試の時みたいで、本番そんなに緊張しないですんだ。 加茂 普通 見附南



感　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　想 高校 学科 氏名 中学校

以下に掲載いたしました内容は、平成２４年度新潟県統一模試受験生を対象として
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自分のレベルが分かり、高校選びに役立った。 加茂 普通 三条第一

今、自分の点数がどれくらいであと何点あれば大丈夫、というのが、はっきり出てとてもためになりました。弱点もわかりとても受けて
良かったと思っています。

加茂 普通 三条大島

めっちゃイイ！！受けるかどうか迷っている人達、いつ受けるか、今でしょ！！！ 加茂 普通 小池

いつ、もしうけるか・・・。明日?明後日？、いやいやいやいまでしょ！！ 加茂 普通 小池

志望校合格の可能性を判断するのと志望校を決めるための材料として助かりました。 加茂 普通 加茂

難しかった。授業で習ってない所もあった。一方、受験は結構簡単だった。 加茂 普通 七谷

統一模試を受けて模試結果を見た時に、もっとがんばらないとヤバイというふうに思わせてくれてよかったです。 加茂農林 農業 新津第二

テストの結果と、学校との成績をくらべて自信やがんばりにつなげました。 加茂農林 農業 栄

教科ごとに苦手の項目がわかるところが良かったと思う。 加茂農林 農業 三条大島

・テストが難しかった。　・合格率が学校選びに役に立つ　・テストの時、部屋があつすぎた。 吉田 普通 小林 春菜様 三条第一

とにかく数学が難しくてそれを解こうと努力したおかげだと思います。 分水 普通 弥彦

自分が合格するまでどの位置にいるかよく分かりました。 新発田 普通 江端 健様 本丸

この模試は受験本番さながらの雰囲気でありながら気軽に参加しやすい模試でした。送られてくる成績表では、順位も細かく記され
ており、さらに1問に対しての正答率などまで、すべてにおいて細かく記されていました。模試は本当に参考になりました。

新発田 普通 西濟 勇治様 黒川

県内で一番多く受験している模試なので、自分の順位などが受験校でどの位の位置かよく分かり、とても参考になりました。 新発田 普通 渡邉 梓様 村上第一

同じ志望校を目指している中での順位がわかるので、がんばらなきゃいけない教科がわかり参考になった。 新発田 普通 本間 鍾様 加治川
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学校以外で試験を受ける事がなかったので、本番の練習にもなりましたし、受験校で何位かもわかったので、本当に受けてよかった
と思いました。

新発田 普通 早通

会場や問題内容が本番に近く、とてもよかったです。 新発田 普通 本丸

わたしは11月から模試を受け始めました。解説がわかりやすく、やりがいのある問題でとてもよかったです。 新発田 普通 七葉

様々な形式の問題が出題されて実際の入試の参考になります。 新発田 普通 豊浦

他の中学より早く志望校を決めなくてはならなかったので、試験から結果までをもう少し早くしてもらえると三者面談に間にあうので残
念。でもとても成績の出し方がわかりやすく助かりました。ありがとうございました。

新発田 普通 新発田第一

私は最後の3回受験しました。自分がどれくらいの順位なのか分かったので、目標ができて良かったです。 新発田 普通 猿橋

自分の今の成績の状況が分かり、気持ちを強く持てたのでよかったです。 新発田 普通 猿橋

自分の実力が見れて、とてもやくにたった。 新発田 普通 猿橋

統一模試は、自分が志望高校にいけるのか実力が分かってよかったっです。絶対受けた方が得です！！ 新発田 普通 佐々木

入試本番さながらに試験をうけられたので、入試のいい練習になりました！ 新発田 普通 築地

少し会場が狭かった。内容としては申し分ない。 新発田 理数 本丸

たいへん参考になりました。 新発田 理数 新発田川東

学校選びにとても役立った。 新発田南 普通 渡辺 和成様 佐々木

自分の実力を知るには、これが一番と思う。最適な学校を選ぶ事ができました。 新発田南 普通 早通

自分の行きたい高校での順位がわかったので受けてよかった。 新発田南 普通 新発田東
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自分の実力が分かって良かった。 新発田南 工業 片桐 樹生様 笹神

試験官の対応がよく、安心してテストを受けることができた。 新発田商業 商業 荒井 涼子様 新発田川東

・外がうるさくてリスニングがききずらい。　・リスニングの最初の発音がききとりずらい。　・せいせき表のグラフがみやすかった。 新発田商業 商業 光晴

自分の順位や、合格までの隔離瑠が知れてよかったし、べんきょうの励みになった。 新発田商業 商業 新発田第一

学校の先生からは合格するのは難しいと言われていたけど、模試で良い結果だったので挑戦したら、見事合格しました！！ 村上桜ヶ丘 総合 大滝 えみり様 神納

自分の成績がどういう風になっているかをわかるので、とても良いテストだと思う。これからも続けてほしい。 中条 普通 乙

入試の雰囲気や志望校を選ぶさいにとても役立ちました。 五泉 総合 鈴木 優理様 新津第五

模試のおかげで自分の今の実力をしっかり理解することができました！！ 五泉 総合 新津第五

模試での点が悪く、不安だったが、志望校を変えず、努力し、良い結果がついてきた。 長岡 普通 大塚 隆史様 越路

模試では自分が希望する高校にはあと何点取ればいいかなどが分かる他に、どこが得意で苦手かということもわかります。受験勉
強にとても役立ちました。

長岡 普通 羽鳥 航平様 東北

新潟県統一模試のおかげで、入試本番も、リラックスして受けることができました。そして、似たような問題が出て、しっかり記入でき
ました。

長岡 普通 鈴木 友崇様 山本

試験前は県内での順位を知ることができ、勉強のやる気が出た。試験中はそのおかげで自信をもてた。 長岡 普通 門叶 柾樹様 与板

模試はとても難しいので、良い受験勉強になりました。 長岡 普通 北原 大志郎様 東北

県レベルでの自分の実力が分かって良かった。 長岡 普通 松井 文也様 越路

・問題の難度が適度で良かった。　　・受験票と一緒に送られたプリントが汚かった。 長岡 普通 嘉瀬 正之様 堤岡
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受験校を選ぶ参考になりました。 長岡 普通 谷内田 稔様 長岡西

この模試を受けて自分の足りない部分が分かり、受験勉強に役立てることができました。 長岡 普通 滝沢 佳歩様 長岡西

模試を利用したのは弱点の発見と、本番形式や雰囲気に慣れるためです。成績を上げるにはお誂え向きの機会です。これから受験
され方は良い結果を出せるよう願っております。

長岡 普通 荻原 一輝様 柿崎

受験の時、雰囲気が模試にそっくりで、今まで何回も受けていた私は、あまり緊張せず本番にいどむことができました。模試やってて
よかったです。

長岡 普通 東北

とても良かった。 長岡 普通 与板

模試を経験し、自分の弱点、レベルがわかり、勉強に役立てることができた。ありがとうございました。 長岡 普通 青葉台

当日と同じような環境、時間、難易度だったので焦る要素が減った。 長岡 普通 岡南

受験するたびに成績がよくなり、学力がついていることを実感できた。受験して良かった。 長岡 普通 中之島

現在の自分の実力が分かって良かったです。自分は第5回から受けましたが、第1回から受けた方が良いと思いました。 長岡 普通 堤岡

模試を通じて今の時点での入れる可能性を知ることが出来た。 長岡 普通 宮内

最後に自分の進路を確実に見極めるために大変役立ちました。受験者が多いのも信頼できる模試のよいところです。 長岡 普通 長岡大島

模試は新潟県内のおおくの中学生が受験をしていて、その中で自分の位置がわかるので、とても役に立ちました。 長岡 普通

自分の進路を決めるのに役立ちました。 長岡 普通 宮内

自分の立ち位置が全県レベルでわかってよかった。信頼も実績もある統一模試なので、特に信用できた。 長岡 普通 新大附属長岡

統一模試を受けておいたので、本番あまり緊張しなくてよかった。 長岡 普通 小出
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自分の実力がどのレベルなのか分かり、これから何をすればいいのか参考になりました。また、試験の雰囲気を感じることができた
ので慣れることができ、本番ではあまり緊張しませんでした。数回ですが、していて良かったと思います。

長岡 普通 千田

ほどよい緊張感が会場にあって、集中して臨めます。ただ、会場が少し狭いかも。 長岡 普通

この模試を通して、本番の入試と同じような環境で行うことができたことが自分の為になりました。おかげで本番ではあがらずに冷静
に問題を解くことができました。この模試をして良かったと実感しています。

長岡 理数 中山 一希様 長岡西

志望校までに必要な点数が分かって良かった。自分のデータを知り、やるべきことを考えられてよかった。受けて損は絶対ない。得ば
かり。ありがとうございました。

長岡 理数 山﨑 隆広様 小池

受験前、最後に受けた模試の成績が良くて自分に自信がつきました！たくさんの人と競い合うことで、いい刺激になったと思います。 長岡 理数 磯田 裕香様 新大附属長岡

計6回の受験で本番になれることができました。合格目安がわかり、自己採点後、自信がもてました。 長岡 理数 宮内

統一模試を受けていてよかった。模試を受けて、自分の苦手なところが分かって、重点的に学習して、しっかり実力をつけることがで
きた。

長岡 理数 新大附属長岡

私は一般入試は結局受けなかったが、統一模試は実力を知れるだけでなく、心の支えにもなる。周りの人もたくさん受けていて、より
自分の位置が分かれて嬉しい。

長岡 理数 新大附属長岡

進路決定に役立った。 長岡 理数 新大附属長岡

自分が今どの位置にいて、どのくらいの割合で合格できるかがわかってよかった。 長岡 理数 長岡南

入試の緊張感が味わえた。その点ではすごくよかった。 長岡 理数 分水

高校選びの参考になりました。受験して良かったです。 長岡 理数 燕

多くの人が受けているので、自分の正確な実力を知ることができ、良い入試対策が出来ました。ありがとうございました。 長岡大手 普通 渡邊 清加様 長岡西

過去の入試問題よりも難しくなっていて大変でした。模試を受けていたので雰囲気などがわかっていたのでやりやすかったです。 長岡大手 普通 川合 佑哉様 関原

入試に近いテストができ、より実践的にテストをすることができるので、志望校を決めることなどに役立ちました。 長岡大手 普通 水内 大樹様 岡南
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自分の成績とまわりとの差や、どのくらい何をがんばればよいかが分かり、勉強をする参考になった。また、高校を決める目安となり
自分にあった高校を選ぶ参考になりました。

長岡大手 普通 小幡 千夏様 守門

新潟県統一模試のおかげで新潟県のけいこうを知ることができました。ありがとうございます。 長岡大手 普通 上山

受験の練習ができて良かった。 長岡大手 普通 東北

高校を選ぶのに参考になった。皆、受けるべき！！後悔しないためにも。 長岡大手 普通 岡南

良い入試対策になり、問題形式に慣れることができました。教科によってはじゃっかん異なる点があったので、改善するとよりよい模
試になるのではと感じました。

長岡大手 普通 長岡東

統一模試はたくさんの人が受験しているので、自分に実力を知ることができ、また、得意なところ、苦手なところがよく分かったので、
入試に役立ちました。

長岡大手 普通 長岡北

受験の練習になってよかった。 長岡大手 普通 長岡南

志望校の合格率が分かった事や、本番に向けて練習になり受験して本当によかったです。 長岡大手 普通 宮内

県内での自分のレベルがわかり、とてもためになりました。 長岡大手 普通 不明

本人の自信につながったと思います。最終回のみ受験しましたが、初回から受け、本人の意識をたかめたらよかったと思います。あ
りがとうございました。

長岡大手 普通 東北

自分がどの位のレベルなのか、志望校の選択を間違っていなかったのかを確かめることができて良かった。模試のおかげで自信が
つき合格できた。

長岡大手 普通 中之島

統一模試で自分の実力を再確認して、苦手なところをきちんと克服することが重要です。また、間違えてしまったところは、解説をよ
み、ノートにまとめるとよいでしょう。解説をよんでも理解できない場合は、教科書などで調べましょう。

長岡大手 普通

各教科で自分の苦手な単元がわかるから、何を頑張ればいいのかを知ることができた。 長岡大手 家政 中村 明香子様 与板

対応がていねいで良かったです。県統一模試はたくさんの生徒が受けるので自分の位置確認がわかりやすいです。ありがとうござい
ました。

長岡向陵 普通 小岩 千夏様 旭岡

1回しか受けませんでしたが、自分の実力が分かって良かったと思います。あまり良くなかったため、より勉強をがんばることができま
した。とても良いテストだと思います。

長岡向陵 普通 曽田 健介様 鏡が沖
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模試と受験本番とほぼ同じ時間なのでやりやすかった。模試で上がった実力が自信につながったと思う。 長岡向陵 普通 長岡西

ためになったと思います。次の受験生にも是非うけてもらって実力をしったりしてほしいです。 長岡向陵 普通 中之島

公立高校の一般入試よりも難しかった。でもおかげで力はすごくついたと思う。知らない人と一緒に模試を受けたので本番ではあまり
キンチョーせずにできた。

長岡向陵 普通 中之島

入試の練習になるような問題がたくさん出来たので良かった。また、自分が行きたい高校にも何％の確率で受かるのか分かり、とて
もためになった。会場は少し狭い事が多かった。

長岡向陵 普通 岡南

自分のレベルがすぐわかるので、便利でした！！！ 長岡向陵 普通 長岡大島

きんちょう感のある場所でテストを受けることができてよかったです。また志願者の中で自分がどのくらいの順位なのかを知れて参考
になりました。ありがとうございました。

長岡向陵 普通 長岡大島

他校の生徒と一緒に試験を受けることができ、とてもよい体験となりました！！ 長岡向陵 普通 東北

自分の実力がどのくらいか知るために参考になったのでとてもよかったです。 長岡向陵 普通 江陽

家で過去問をするだけじゃ得られない本番の感じなども分かったし、テストの難しさなど模試でしか得られないものがあり、受験対策
に役立った。

長岡向陵 普通 青葉台

志望校の合格判定や教科別の苦手な分野がはっきりするので、統一模試を受けて良かったと思います。 長岡向陵 普通 小国

自分の位置が分かってよかったです。試験慣れしたおかげで当日は緊張せずにテストをうけることができました。 長岡向陵 普通 柏崎第三

模試やった方が絶対いい。本番で見たコトある問題がでた。 長岡向陵 普通 小千谷

2学期終わりごろ、自分の学力がどれほどなのか、とても気になった。統一模試で、不安が少し解消した。 長岡向陵 普通

模試の結果は合格ラインにとうてい達しない成績でしただ、本番で頑張れたのか合格することができました。模試は継続して受けるこ
とで成績の変化を把握する目安として良いと思いました。

長岡工業 電子 宮内

とても環境の良い中でテストを受けることができました。また、結果の通知が早く、内容も非常に分かりやすかった。とても参考になり
ました。

長岡工業 電子 長岡西
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受験をしたあと、統一模試と比較してみると、とてもいい経験ができたと思います。おかげで合格できて良かったです。 長岡工業 電子機械 長岡東

志望校の決定にとても役に立ちました。 長岡工業 電子機械 長岡南

苦手な所がはっきりわかって良かった。全体の中の自分の順位がわかるのが良かった。 長岡工業 電気 今町

模試をうけてたおかげで、入試でもあまり緊張しなかったです。ありがとうございました。 長岡工業 ﾃｷｽﾀｲﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ工学 東北

学校のとは違い、県の基準で自分の実力を評価してくれることが高校を選ぶときに参考になって良かった。 長岡商業 総合ビジネス 堤岡

自分の力だめしができてよかったです。 長岡商業 総合ビジネス 東北

問題は難しかったけど、会場の空気など本番の練習のようで、入試当日あまりきんちょうしなかった。答えの解説がわかりやすくて、
直したあとちゃんと頭に入った！！

長岡商業 総合ビジネス 山本

一般入試の予行練習として役立ちました。判定は良い意味で励みになりました。 長岡商業 情報ビジネス 長岡北

問題はそれなりに難しかったが、志望校に向けての自信になった。 長岡商業 情報ビジネス 山本

統一模試を受けて受験の練習ができました。受けて良かったです。 長岡農業 農業 荻野 雄司様 岡南

自分の実力が分かり、自信を持って受験を受けることができました。 長岡農業 農業 小林 明様 瑞穂

受験したい高校のレベルがよくわかって、苦手なところや、どのくらい点数がとれるのかよくわかった。 見附 普通 佐藤 璃奈様 中之島

自分の弱点がわかってよかったです。受験のやくにたったのでよかったです。 見附 普通 平石 萌乃様 宮内

問題内容が難しく、自分の為になったので、受けて良かったと思いました。 正徳館 普通 内藤 諒太様 江陽

知らない場所でテストを受けたことによって自信がつきました。 柏崎 普通 佐藤 華様 刈羽
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自分の力が分かって良かったです。この試験を受けて、本番で緊張せずに受けることができました。 柏崎 普通 入澤 駿様 北条

自分の順位が分かるテストはなかなかなかったので、とても良いテストでした。ありがとうございました！！ 柏崎 普通 鏡が沖

弟がいるのだが、その弟にも受講をすすめたいと思う。 柏崎 普通理数 吉川

入試も模試も”数学”が一番むずかしかったです。でも模試は本当に役立つと思います！ 柏崎総合 総合 西山

各教科の領域別の成績がわかりやすく判定されて自分の苦手な部分がよくわかり志望校を決める上で参考になりました。 出雲崎 普通 柏崎第一

自分のレベルを確認するときに、すごく助かりました。また、当日のような雰囲気でできたのもよかったです。 六日町 普通 田村 結衣様 塩沢

自分の弱点がわかり、それからの勉強にいかすことができました。 六日町 普通 塩沢

統一模試は一度しか受験しませんでしたが、入試の雰囲気を体験でき、本番入試への良いデモンストレーションとなりました。 六日町 普通 湯之谷

問題のレベルが本番と似ていてよかった。およその目安として活用したので、自信がついた。毎回受けていてよかった。 国際情報 国際文化 新大附属長岡

他の中学校の人とうけることによって、また科目も本番と同じようになっていて、緊張感の中、自分の実力を確かめることができた。 国際情報 情報科学 長岡東

入試と同じ環境で受験できたため、本番は緊張することなく実力を発揮することができました。また、受験するごとに合格率が上がっ
ていくのが自信につながりました。

高田 普通 星野 巴奈様 上越教育大附

模試の結果で志望校判定にとても役に立った。模試で試験なれすることも出来たし、すごく良かったと思う。 高田 普通

上進連テストよりも難しかったので、より入試に近い感じがしてよかったです。力がついたと思います。 高田 普通 城北

入試当日と同じ時間に試験を受けることができるのでとても良かったです。新潟県統一模試のおかげで本番は緊張せずに受検をす
ることができ、合格することができました。

高田 普通 能生

兄が新潟県統一模試を受けていたので、私も受験しました。自分の合格ラインが分からなかったので、とても役に立ちました。 高田 普通 城北
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モチベーションの維持。実力の確認。 高田 普通 中郷

志望校への合格できる確率を知ることができ、とても良かったです。自分に自信のなかった私でも、模試を受けたことによって、少し
でも自信をつけて入試本番を頑張ることができました。

高田 普通 板倉

自分の苦手な領域や合格率が分かって良かった。苦手な領域に重点を絞って学習することができた。 高田 普通 妙高

新潟県内で自分の位置を知ることができて良かった。また、本番と同じ時間割で行えてよかった。 高田 普通 上越教育大附

模試の結果で入れる高校の可能性（合格圏、安全圏など）が分かり参考になりました。 高田 普通 吉川

具体的な数字となって合格の可能性が見えてくるところが、模試の最大の利点だと思います。私はそのおかげで自分に何の勉強が
必要かをしることができたし、励みや、やる気にもなりました。受けてみて良かったです。

高田 普通 城東

入試当日と似た日程、会場の雰囲気だったので、模試はとても役に立ちました。受験してよかったです。 高田 普通 城西

自分の順位や苦手がよくわかって役に立ちました。 高田 普通 城東

合格率40～50％でしたが合格できました。1つの目安としてはいいかな。と思います。 高田 普通 三和

様々な種類の問題を経験したり、緊張感を味わえたり、自分の自信につながりました。 高田 理数 上越教育大附

塾に通ったり、教材を使用せずに学習してきたので、県統一模試の結果を重視して判断してきました。本番にむけてテスト慣れしたの
で、おかげで当日は緊張しませんでした。

高田北城 普通 藤井 天音様 春日

私は、塾も通信教材も家庭教師もやっていなかったので、自分の実力を知ることがあまりできませんでした。でもこの模試は気軽に
受けられて実力を知れたので良かったです。

高田北城 普通 大潟町

本番に近い感じで受けることができた。 高田北城 普通 直江津

自分の実力と志望校願書の中での位置を知ることができて本当によかったです。勉強のモチベーションアップにもつながりました。 高田北城 普通 城北

志望校決定のめやすとなりました。試験に少しでも慣れるためにとても良かったです。 高田北城 普通 板倉
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自信がついた。 高田北城 普通

模試のおかげで勉強に力がはいり、無事合格することができました！！ありがとうございました！！ 高田北城 生活文化 阿部 雅菜様 東北

自分がいまどのあたりにいるのかがくわしく分かり、自信につながって安心することが出来ました。ニガテ分野も分かりニガテをつぶ
すことが出来、感謝しています。

上越総合技術 機械工学 坂地 志吹様 城西

本番あまり緊張せずにできました。この模試のおかげだと思っています。 新井 総合 妙高

受験の雰囲気を味わうことができた。学校で受けるテストよりも受験に近い内容だと思う。 新井 総合 新井

受検前に志望校に合格できるかということが、めやすになりました。とても参考になりました。 新井 総合 三和

統一模試は自分の実力がほんとに知ることができるし、自分の苦手なところもしっかり復習できて、やったら得なことがいっぱいで
す！！

新井 総合 城西

入試の練習ができて良かったです。 海洋 海洋工学 中之島

なかなかためになったと思うし、参考にして高校を選択できた。誰かいたら紹介しようと思う。 海洋 海洋工学 青海

統一模試を受けると自分の弱点を見つけることができた。「学力から見た志望校ガイド」もとても役に立った。統一模試を受けて本当
に良かったと思う。

長岡高専 環境都市工学 谷 和樹様 長岡南

自分の苦手が分かってポイントをおさえた学習ができた。 長岡高専 環境都市工学 三島

自分の合格ラインがだいたいわかると安心できて良かった。 長岡高専 電子制御工学 小池

進学校では内申点が大切です！ 新潟明訓 普通 加藤 倫太郎様 坂井輪

結果的に私立の専願で受験しましたが、公立の模試結果はとても参考になりました。 新潟明訓 普通 鳥屋野

新潟県統一模試のおかげで自分の志望校合校をきめることが出来ました。 新潟明訓 普通 藤見
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受験勉強する上で、大変参考になりました。又、励みになりました。 新潟明訓 普通 小針

緊張感が経験できてよかったです。 新潟明訓 普通 坂井輪

県内の自分の順位がわかってよかったでう。 新潟明訓 普通 内野

自分の今の位置が知れてよかった。自信になった。本番の同じような雰囲気で、できてよかった。自分の今の実力が知れてよかっ
た。

新潟明訓 普通 加茂

友達と、競い合えて良かったです。 新潟明訓 普通 本丸

テストは難しかったが、判定で自分がどの位置にあるのかわかりやすくよかった。 新潟明訓 普通

統一模試はテストの難易度が高く、高校判定では参考になりました。統一模試を受けて良かったです。 新潟第一 普通 山崎 希様 鳥屋野

学校のテストでは分からない自分の実力をよく知ることができ、とても良かった。苦手分野を知ることができ克服へとつなげることもで
きたので受けて良かった。特に志望した高校に関する順位が他にもいろいろ知ることができ、役に立った。第一志望には落ちてしまっ
たが、今回の模試で見つかった苦手分野でまだ克服できてないところを克服したい。

新潟第一 普通 鶴巻 旺海様 上山
、今回 模試 見 苦 分野 克服 を克服 。

具体的な合格確率とかが出たので、とてもよかった。 新潟第一 普通 小針

難しかったが、やる度に点数が上がった。1年で100点近くＵＰしました！ 新潟第一 普通 寺泊

きんちょう感があじわえた。 新潟第一 普通 新発田第一

自分のレベルが知れてよかった。 新潟清心女子 特進 藤見

入試前の自分の実力がわかってよかった。 日本文理 普通 清野 晃広様 燕

・学校以外の場所で知らない人とやる事で入試本番と同じ感じでよい練習になった。　・結果がわかりやすい、あと何点必要だとか提
出した志望校以外にも自分にあう学校がいくつも書かれていた。

日本文理 普通 金安 美侑様 三条第一

試験に対する度胸がつきました。 加茂暁星 衛生看護 本成寺
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