アイペック

お申込み締切について

お申込み開始（かんたんWeb登録）

2017年 6月 1日（木）
先行申込み締切（先行申込特典対象）

2017年 7月18日（火）

全国公開模擬試験

2018

12月から２月にかけて連続４回実施！

国家試験出題傾向を分析した模擬試験問題
全国順位・苦手分野を確認

最終締切（名簿変更も含む）

模擬試験の日程

2017年11月30日（木）
リハドリルをご検討中の養成校様へ ※詳細はリハドリルパンフレットをご覧ください。
模擬試験

＋

団体料金

リハドリル

両方お申込みの養成校様は

2,800円 →

リハドリル

が

2,000円

（税込・1人あたり）

（株）アイペック模擬試験係
お申込み
お問合わせ先

E-mail

: moshi-office@ipec-pub.co.jp

TEL

: 03-6822-9867（直通）03-5978-4067（代表）

住所

：〒170-0002

サプリメント２回

東京都豊島区巣鴨1-24-12

HPアドレス : http://www.ipec-pub.co.jp/moshi/

第1回

2017 年 12 月 11 日〜 19 日

第2回

2018 年 1 月 5 日〜 12 日

第3回

2018 年 1 月 15 日〜 19 日

第 4 回 2018 年 1 月 29 日〜 2 月 2 日
理学療法士問題 200問×4回

団体特別料金

作業療法士問題 200問×4回

10,000 円
10,000

（税込・1人あたり）

※10名様以上の養成校割引適応の場合の割引料金
※１〜4回のセット料金、1回のみ受験ご希望の場合も料金は変わりません

アイペック
http://www.ipec-pub.co.jp

アイペック全国公開模擬試験の

3 一目でわかる成績表
本年度より、個人成績表がインターネットより学生様ご自身で確認

※

できるようになります。

※受験票に記載してある「学校コード」
「受験番号」
「パスワード」により学生様ご自身でサイトにログイン

4つのポイント

New

養成校成績表

個人成績表

学生様が直接みる
ことができます

昨年度、約9,000人が受験しているアイペック全国公開模擬試験を
国試対策の総仕上げとしてお役立てください。

1 連続４回の模擬試験でモチベーションアップ
冬休み前の12月から試験直前の２月までの４連続受験で学生のモチベーションを持続させます。
定期的に４回連続で行うことでスムーズに学習計画に組み込め、受験者一人一人のそして自校の
弱点を正確に把握して指導に活かせます。また、４回合計800問と豊富な問題数で様々な難易度、
出現傾向の問題が含まれることで、幅広い出題範囲に対策ができます。

問題別の全国正答率と養成校正答率

2 先行申込みでサプリメントをプレゼント
過去６年間、累計約30,000人の学生様が反復演習したリハドリルの正答率を元に、
１回目（正答率
70〜75％）、２回目（正答率76〜81％）のサプリメントを作成。１回目は８月に実施し、国家
試験への意識づけに役立つと同時に全国レベルでどこにいるかの現状を把握できます。弱点を確
認し、指導の方向性を決める際の参考にお役立てください。
油断なく本番に臨むために、２回目は本番直前、最後の総仕上げにご利用いただけます。
サプリメントのほか先行申込特典として『授業で使える過去問CD』と『リハドリルID』※も
※リハドリルＩＤはお１つとなります。
ご用意しております！！

個人成績一覧（得点、偏差値、校内・全国順位）
試験問題分野別正解数
分野別バランスチャートに全国平均チャートを
重ねて表示、自身の不得意分野が解ります
S〜Cの4段階の判定

2018年スケジュール
試験
サプリメント 1回目

貴校納品予定日

7月28日（金）

マークミス判定でケアレスミスを防ぎます
実施日

8月 1日頃

〜 9月 1日頃

返送期日

採点方法

9月 5日（火） 自己採点

4回の得点推移もグラフ表示で一目瞭然

成績発表日

9月 8日
（金）

貴校の専門（実地）・基礎分野別平均点・偏差値

模擬試験 第1回

12月 8日（金） 12月11日（月）〜 12月19日（火） 12月21日（木）

12月25日
（月）

模擬試験 第2回

12月27日（水）

1月 5日（木）〜 1月12日（金） 1月16日（火）

1月19日
（金）

全受験者の専門（実地）・基礎分野別得点

模擬試験 第3回

1月12日（金）

1月15日（月）〜 1月19日（金） 1月23日（火）

1月26日
（金）

問題別の貴校正答率と全国正答率

模擬試験 第4回

1月26日（金）

1月29日（月）〜 2月 2日（金） 2月 6日（火）

2月 9日
（金）

貴 校 平均・全 受 験 者 得点一 覧 、問 題 別 正 答 率 な ど
Excelでダウンロードが可能、比較・分析に便利です！

サプリメント 2回目

Webダウンロード

2月5日（予定）

全国順位・校内順位

自己採点

継続受験の養成校は、過去2年分の自校模擬試験の
平均点を表示
5

この数字を

チェック!!

全体の正答率が高いのに自校では採れていない
この場合「検査・測定」分類がまだ伸びる可能性があるということ

全国正答率より低いところを赤字アラート 表示
自校の弱点を把握‼
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全国正答率より低いところを赤字アラート 表示
自校の弱点を把握‼

〈先生が参照できる成績表〉

4 国家試験成績集計ツール
国家試験終了後、学生様が【国家試験成績集計ツール】で解答の入力を行うとアイペックの予測解答にて
採点するサービスです。
模擬試験の成績表と比較していただくことで、学習開始時期から国家試験までの推移をご覧いただけます。
Excelにてダウンロードし、比較・分析にお役立てください！

① ログイン

http://www.ipec-pub.co.jp/moshi/
▶ ご登録時記載のID（学校コード）、パスワードでログイン

ご利用方法

クリック

〈学生様解答登録〉
学生様に国家試験終了後、国家試験成績集計ツールにログインし、解答を入力していただきます
午前・午後など
登録する解答を選ぶ
※学生様ご自身でも
成績表を
確認できます

受験票にある
学校コード
受験番号
パスワード
を入力

解答した番号をタップ
「あなたの解答欄」に
登録された番号が表示されます
入力完了後「入力を完了する」
をタップ
※「入力を完了する」を
タップしないと保存されません

② 養成校国家試験成績がご参照いただけます
※学生名をクリックすると学生様の個人成績表が閲覧できます
自校偏差値
（専門・実地・基礎・総合）

自校平均点、全国平均点
（専門・実地・基礎・総合）

順位（全国・校内）

得点一覧
（専門・実地・基礎・総合）

学生様の作業はこれで完了
成績を確認する をクリックすると…

校内順位や全国順位

模擬試験から
国家試験までの推移

分野別の出題数や正解数

問題ごとの正答率（全国・自校）
などを確認することができます

各選択肢の解答割合（全国・自校）

全国と自校を比較し、自校の強み・弱みをご確認いただけます
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お申込み方法

続いて受験者名簿をご登録ください （11月30日まで変更可）

養成校・担当者情報登録

受験者名簿登録・変更

① アイペック模擬試験ホームページにアクセス

⑤ ログイン

http://www.ipec-pub.co.jp/moshi/

http://www.ipec-pub.co.jp/moshi/
▶ ご登録時記載のID（学校コード）、パスワードでログイン

「模擬試験」の「養成校（団体）受験」
をクリック

⑥ メニュー画面

② 養成校申し込みをクリック

メニュー画面より名簿管理を選択

▶トップページの「お申込み」をクリック

③ 登録フォームの入力・送信
※画面の手順に従って登録してください

貴校名を入力し
検索をクリック

貴校名・学科名を確認し、
登録をクリック

④ ご担当と予定人数の登録
▶ ご担当者情報・予定受験者数・パスワードなどを
ご登録ください
パスワードは、名簿ご登録時、成績を閲覧頂く際
などに必要となります
▶ ご担当者情報登録後、養成校ID（学校コード）、
パスワードを記載した確認メールをお送りします

先行申込み特典!!
7月18日までに④までご登録いただいた
※
養成校様にはサプリメント１（冊子体）
をお送りいたします
※予定受験者数に入力された人数分

以上でご担当者情報のご登録は完了
登録完了のメールをアイペックより送信します

5

パスワード・担当者情報のご修正はこちらから

なお、
ご登録いただいた名簿は11月30日までご変更可能です
※ 削除・追加・並べ替えなど、
１2月1日以降は変更ができませんので
ご注意ください

以上で全てのお手続きが完了
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住所

：〒170-0002

サプリメント２回

東京都豊島区巣鴨1-24-12

HPアドレス : http://www.ipec-pub.co.jp/moshi/

第1回

2017 年 12 月 11 日〜 19 日

第2回

2018 年 1 月 5 日〜 12 日

第3回

2018 年 1 月 15 日〜 19 日

第 4 回 2018 年 1 月 29 日〜 2 月 2 日
理学療法士問題 200問×4回

団体特別料金

作業療法士問題 200問×4回

10,000 円

（税込・1人あたり）

※10名様以上の養成校割引適応の場合の割引料金
※１〜4回のセット料金、1回のみ受験ご希望の場合も料金は変わりません

アイペック
http://www.ipec-pub.co.jp

