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医療系国試対策を手がけて42年、医歯学CBT初期トライアル期からの
歯学共用試験CBT模擬試験を作成の経験を活かし

貴大学の対策をサポートいたします。
"Nihon Ishiyaku Kensyu-Kyokai" which deals with the measure against a medical system state examination,

and is proud of the track record for 42 years supports

the measure against common examination CBT of your school.

歯学CBT模擬試験
大学単位受験のご案内

CBT模試CBT模試
個人成績表を
WEB解説から
個々にDLできる

ダウンロード
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◉歯学教育モデル・コア・カリキュラムに完全準拠の出題内容
ＣＢＴに採用されている様々な試験プログラムを当校ＣＢＴ模擬試験でも採用しています。PC による出題・解答と
いう受験方式だけでなく、試験内容も全てコアカリキュラムに完全準拠した形式で出題されます。共用試験本番の
準備として、受験生のＣＢＴシステムへの慣れやＣＢＴ対策としてご活用いただけます。

◉ CBT 本試験まで自由に設定できる試験日程
ＣＢＴ模擬試験実施期間内であれば、貴大学のご希望の試験日程で受験いただけます。

ＣＢＴ模擬試験実施期間：2020 年 5 月 ～ 2021 年 4 月 末

◉明解な解答・解説をご提供（受験者対象）
ＣＢＴ模擬試験を受験後、当校Ｗｅｂ上で「解答・解説」・「出題された問題」を閲覧することができます（受験完了後、
弊社３

ができます。
※試験結果はＷｅｂ上での提示以外にも紙媒体での詳細な個人成績表を受験後 2 週間以内にお送りいたします。

◉学内教職員様への成績一覧表のご提供（共用試験ご担当教職員様対象）

「成績一覧表」では、各受験者様の「成績順位」や「コアカリキュラム別結果」「コアカリキュラム別正答率」
「問題形式別結果」「問題別結果」等を全国平均正答率・学内平均正答率で比較・分析しやすいデータが掲載されます。
成績一覧表をもとに今後のＣＢＴ本試験へ向けた学生様への指導材料あるいは学内ＣＢＴ対策としてご活用いただ
けます。　※教職員様用試験結果資料につきましては、ご希望の場合のみお送りいたします。

◉ CBT 対策出張講義のご提案
貴学のＣＢＴ模擬試験結果データをもとに担当講師が分析し、貴学だけのオリジナルＣＢＴ対策を出張講義いたし
ます。ＣＢＴ模擬試験にとどまらず、試験結果を反映した徹底的なＣＢＴ対策講義の実施により、さらに受験者様
の理解を深め、ＣＢＴ本試験へ向けて万全の体制を整えることが出来ます。
※ＣＢＴ対策出張講義は別途料金となります。詳細はお問合せください。

◉ CBT 模擬試験実施前のご使用 PC の動作確認
ＣＢＴ模擬試験実施前には、事前に試験サイトへのアクセスや試験システムが円滑に進行するか等の確認できるテスト
試験を用意しております。

営業日以降より閲覧可能）。期間内に何度でも閲覧できるだけでなく、受験時の出題順にご覧いただくこと
ができますので、記憶に残る試験対策が可能です。また、試験結果も解答・解説と同様にＷｅｂ上で確認すること

大学単位で受験された方全ての試験結果を「成績一覧表」として学内共用試験ご担当者様へ提供いたします。
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※ＣＢＴ対策出張講義は別途料金となります。詳細はお問合せください。

◉ CBT 模擬試験実施前のご使用 PC の動作確認
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試験を用意しております。
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ＣＢＴ模擬試験はお申込み後、随時実施できます。
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当校まで直接お電話またはウェブサイト、E-mailよりお申込みください。

実施スケジュールの確認や貴大学の当模擬試験に関するご要望等、
詳細事項についてご担当者様と、確認させていただきます。
同時に不明点等についてもご説明いたします。

学内 PC端末が、当試験システムで円滑に動作するか等、試験の流れを
ご理解いただく目的も兼ねて確認いただきます。

貴学の CBT模擬試験進行状況を遠隔でモニタリングします。
トラブル発生時には迅速に対応いたします。

ご希望の場合には、CBT模擬試験お申し込みの際にお受けいたします。
詳細はご相談ください。

FAX 03 -5358-9212
shik

https://www.ishiyaku-dental.jp

a@ishiyaku-k.com

申込書

お申込み

お申込み内容の確認

ご使用 PC の動作確認

CBT 模擬試験実施

 CBT 対策　出張講義　

Explanation of the contents

Checking of operations of PC

Trial examination  CBT 

Lecture based on Lecture based on Lecture based on Lecture based on CBTCBTCBT results results resultsCBT resultsCBTCBTCBT resultsCBTCBT

⦿お申込から試験実施までの流れ

WEB

ご覧いただけます。
WEB での解説・閲覧

The description and inspection by WEB 

CBT模擬試験結果を迅速にご提供いたします。各受験者様の個人成績表を
代表者様宛てに一括してお送りいたします。CBT 模擬試験成績表のご提供

Scorecard offer  CBT 

２

同封の申込書をお使いいただいてFAXでも結構です。

受験後、弊社３営業日以降に採点データの閲覧と解説をWEBにて
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出題総数

３２０問／ブロック１～６
（コア・カリキュラム完全準拠）

出題形式・所要時間

ブロック／各６０分

ブロック１～４／各６０問：五肢択一形式問題 
　　　　　　　　　　　　　　　シャッフル出題
ブロック５／４０問：二連問形式問題

ブロック６／４０問：四連問形式問題

解答・解説

※解説閲覧はPC、スマホ、タブレット使用可

受験料

ID・パスワード

受験者毎に ID・パスワードを発行いたします。
お申込みの確認後、受験操作ガイドとID・パス
ワードを発送いたします。
新システムでセキュリティも強化されています。

※模擬試験サンプル画面

日本医歯薬研修協会では、平成 17 年の共用試験トライアルの時期よりCBT対策の一環として
開発・制作してきました。この模擬試験はIBT(Internet Based Testing)といわれるインターネット
を活用した受験システムで、米国公認会計士試験、米国建築家登録試験、USPTO登録試験、
General Educational Development (GED)、米運転免許試験、英郵政局試験等に利用されている
ものと同一のシステムを利用しています。

本番さながらのパソコン上での模擬試験を実施しております。
試験結果もその場で確認でき、期間中であれば大学や自宅からでも ID・パスワードでログイン
後、ご利用いただけます。試験に際しては受験者に配布の「操作ガイド」を利用しながら進める
ことができます。

試験実施後、弊社3営業日以降にＷｅｂサイト上で
期間内に何度でも解答・解説を閲覧可能です。
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実施要項

出題総数

３２０問／１～６ブロック
（コア・カリキュラム完全準拠）

出題形式・所要時間

ブロック／各６０分

１～４ブロック／各６０問：五肢択一形式問題 
　　　　　　　　　　　　　　　シャッフル出題
５ブロック／各４０問：二連問形式問題

６ブロック／各４０問：四連問形式問題

解答・解説

試験実施後、弊社3営業日後以降にＷｅｂサイト
上で期間内に何度でも解答・解説を閲覧可能です。
※解説閲覧はPC、スマホ、タブレット使用可

受験料

大学単位： 6 , 0 0 0円 +消費税
1 0 , 0 0 0 円 +消費税個人単位：

※大学単位受験は 10名様以上からの

ID・パスワード

受験者毎に ID・パスワードを発行いたします。
お申込みの確認後、受験操作ガイドとID・パス
ワードを発送いたします。
新システムでセキュリティも強化されています。

※模擬試験サンプル画面

歯学CBT模擬試験

お申込となります。

日本医歯薬研修協会では、平成 17 年の共用試験トライアルの時期より本格実施と同時期より、
CBT対策の一環として開発・制作してきました。この模擬試験はIBT(Internet Based Testing)と
いわれるインターネットを活用した受験システムで、米国公認会計士試験、米国建築家登録試験
USPTO登録試験、General Educational Development (GED)、米運転免許試験、英郵政局試験等
に利用されているものと同一のシステムを利用しています。

本番さながらのパソコン上での模擬試験を実施しております。
試験結果もその場で確認でき、期間中であれば大学やご自宅からでも ID・パスワードでログイ
ン後、ご利用いただけます。試験に際しては受験者に配布の「操作ガイド」を利用しながら進め
ることができます。

、

大学単位：   6,600 円（税込）
個人単位：11,000 円（税込）
※ 大学単位受験は 10名様以上からのお申込とな
ります。

受験料
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出題総数

３２０問／ブロック１～６
（コア・カリキュラム完全準拠）

出題形式・所要時間

ブロック／各６０分

ブロック１～４／各６０問：五肢択一形式問題 
　　　　　　　　　　　　　　　シャッフル出題
ブロック５／４０問：二連問形式問題

ブロック６／４０問：四連問形式問題

解答・解説

※解説閲覧はPC、スマホ、タブレット使用可

受験料

ID・パスワード

受験者毎に ID・パスワードを発行いたします。
お申込みの確認後、受験操作ガイドとID・パス
ワードを発送いたします。
新システムでセキュリティも強化されています。

※模擬試験サンプル画面

日本医歯薬研修協会では、平成 17 年の共用試験トライアルの時期よりCBT対策の一環として
開発・制作してきました。この模擬試験はIBT(Internet Based Testing)といわれるインターネット
を活用した受験システムで、米国公認会計士試験、米国建築家登録試験、USPTO登録試験、
General Educational Development (GED)、米運転免許試験、英郵政局試験等に利用されている
ものと同一のシステムを利用しています。

本番さながらのパソコン上での模擬試験を実施しております。
試験結果もその場で確認でき、期間中であれば大学や自宅からでも ID・パスワードでログイン
後、ご利用いただけます。試験に際しては受験者に配布の「操作ガイド」を利用しながら進める
ことができます。

試験実施後、弊社3営業日以降にＷｅｂサイト上で
期間内に何度でも解答・解説を閲覧可能です。

3

実施要項

出題総数

３２０問／１～６ブロック
（コア・カリキュラム完全準拠）

出題形式・所要時間
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※解説閲覧はPC、スマホ、タブレット使用可

受験料
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1 0 , 0 0 0 円 +消費税個人単位：

※大学単位受験は 10名様以上からの

ID・パスワード

受験者毎に ID・パスワードを発行いたします。
お申込みの確認後、受験操作ガイドとID・パス
ワードを発送いたします。
新システムでセキュリティも強化されています。

※模擬試験サンプル画面

歯学CBT模擬試験

お申込となります。

日本医歯薬研修協会では、平成 17 年の共用試験トライアルの時期より本格実施と同時期より、
CBT対策の一環として開発・制作してきました。この模擬試験はIBT(Internet Based Testing)と
いわれるインターネットを活用した受験システムで、米国公認会計士試験、米国建築家登録試験
USPTO登録試験、General Educational Development (GED)、米運転免許試験、英郵政局試験等
に利用されているものと同一のシステムを利用しています。

本番さながらのパソコン上での模擬試験を実施しております。
試験結果もその場で確認でき、期間中であれば大学やご自宅からでも ID・パスワードでログイ
ン後、ご利用いただけます。試験に際しては受験者に配布の「操作ガイド」を利用しながら進め
ることができます。

、

IBTシステムサーバー

internet

大学単位受験

自宅受験

実施環境実施環境

  

歯学CBT模擬試験

internet

4

◉いつでも、どこからでも、簡単に受験できる
弊社のＣＢＴ模擬試験は、ＩＢＴシステムを活用しています。このＩＢＴシステムは、受験者の 
能力をいつでも測定できるＣＢＴ同様の仕組みで、インターネットを介して提供するＡＳＰ
（Application Service Provider）サービスです。大学内でも自宅でもインターネットに接続し
ているＰＣさえあれば、いつでも、どこからでも簡単に受験することができます。

受験中に誤操作やＰＣ通信環境等によるトラブルが発生しても、トラブル発生時点の問題から試験を再開することができます
ので、安心して受験することができます。

◉まさに、共用試験を “実体験 ”できる
共用試験に採用されている様々な試験プログラムを弊社ＣＢＴ模擬
試験でも採用しています。ＰＣによる出題・解答という方式だけで
なく、試験内容も全てコアカリキュラムに完全準拠した形式で出題
されます。共用試験本番の準備として、受験生のＣＢＴシステムへ
の慣れや試験対策としてご活用いただけます。
新GUI環境で更にスムーズで安定し、セキュリティもアップしました。

◉解答と解説専用WebページでＣＢＴ試験対策は万全
１～６ブロック全ての試験を終了後、弊社3営業日後以降Ｗｅｂ上で解答と解説をご覧いただくことが
出来ます。タイムリーに解答・解説をご利用できますので、受験後直ぐに本試験に備えて学習するこ
とが出来ます。またブロックごとに、受験者が解答した順序で試験問題と解答・解説をご覧いただけ
るうえに、○×形式で全ての問題が表示され、かつ受験者の解答と正解を確認することができますので、
不正解の問題のみを効率的に学習することも出来ます。
※

 
弊社ホームページへアクセスし、受験時に使用した「ＩＤとパスワード」でログインし、何度でも閲覧が可能です。

IBT システムサーバー

internet

大学単位受験

自宅受験

internet

4
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解答・解説専用Webサイト

◉受験後すぐに試験結果をWebサイトで確認
CBT模擬試験受験後、「解答・解説」ページで試験結果を確認することができます。試験結果はWeb
サイト上だけでなく、「ＣＢＴ模擬試験個人成績表」として詳細な試験結果が受験者宛に発送されます。
（受験完了後、弊社3営業日後以降に閲覧することができます）

学内順位

大学単位受験の場合には、受験者母集団中の
ご自身の順位が記載されます。

正答率一覧

コアカリキュラム別・問題タイプ別の正答率
をサマリ表として記載されます。

コアカリキュラム別詳細データ

コアカリキュラム別正答率をさらに詳細化してコアカリキュラムの中項目ごとに試験結果を記載しています。

個人成績表をダウンロード

CBT模試CBT模試
個人成績表を
WEB解説から
個々にDLできる

ダウンロード

5

◉受験後すぐに試験結果を Web サイトで確認

学内順位

大学単位受験の場合には、受験者母集団中の
ご自身の順位が記載されます。

正答率一覧

コアカリキュラム別・問題タイプ別の正答率
をサマリ表として記載されます。

コアカリキュラム別詳細データ

コアカリキュラム別正答率をさらに詳細化してコアカリキュラムの中項目ごとに試験結果を記載しています。

CBT 模擬試験受験後、「解答・解説」ページで試験結果を確認することができます。試験結果はWeb
サイト上だけでなく、「CBT模擬試験個人成績表」として詳細な試験結果が受験者様宛に発送されます。

（受験完了後、弊社3 営業日以降に閲覧することができます）
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解答・解説専用Webサイト

◉受験後すぐに試験結果をWebサイトで確認
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6

◉解答・解説専用Webサイトで CBT対策
ＣＢＴ模擬試験受験後、ＩＤとパスワードでログインして閲覧することができます。ＣＢＴ本試験に
向けて、本格的な試験対策としてご活用いただけます。

セクション・問題番号

コアカリキュラム中のどの分野から出題され
た問題なのかが一目瞭然にわかります。

試験問題

実際に出題された模擬試験
問題と画像が表示されます。

解答

「あなたの解答」として、模
擬試験でご自身が解答した答
えと、正解が併記されます。

【正解へのアプローチ】

当該問題を正解へ導くために必要なポイントが
簡潔に記載されています。

【選択肢考察】

当該問題で挙げられた選択肢を設問に照らした
キメ細かい解説を記載しています。

解答・解説専用Webサイト

5

◉受験後すぐに試験結果を Web サイトで確認

学内順位
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をサマリ表として記載されます。

コアカリキュラム別詳細データ

コアカリキュラム別正答率をさらに詳細化してコアカリキュラムの中項目ごとに試験結果を記載しています。
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（受験完了後、弊社3 営業日以降に閲覧することができます）
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 学内教職員様用

◉教職員様用に
　CBT模擬試験成績一覧表＆個人成績詳細リストのご提示
学内全体の「ＣＢＴ模擬試験成績一覧表」・「個人成績詳細リスト」を大学教職員様用にご提示いたし
ます。成績一覧表には、コアカリキュラム別の学内平均正答率と全国平均正答率・問題別正答率等を
ご確認いただけますので、全国平均と比較した分析や今後の学生様へのご指導の根拠となる指標とな
る他、ＣＢＴ本試験へ向けた対策としてご活用いただけます。
※ 成績一覧表＆個人成績詳細リストは、教職員代表者様または学事課（教務課）ご担当者様宛てにお
送りいたします。

学内総合試験結果サマリー学内総合コアカリキュラム別試験結果

学内総合問題別試験結果

総合正答率、コアカリキュラム別、問題タイプ別
などの学内全体のサマリーが記載されています。

コアカリキュラム別の全国平均、学内平均、コアカリキュラ
ム別全国・学内正答数等、詳細な試験結果が記載されます。

問題別に全国平均正答率と学内平均正答率が記載されます。

CBT模擬試験成績出力

7

◉教職員様用に
　CBT 模擬試験成績一覧表＆個人成績詳細リストのご提示

学内総合試験結果サマリー学内総合コアカリキュラム別試験結果

学内総合問題別試験結果

総合正答率、コアカリキュラム別、問題タイプ別
などの学内全体のサマリーが記載されています。

コアカリキュラム別の全国平均、学内平均、コアカリキュラ
ム別全国・学内正答数等、詳細な試験結果が記載されます。

問題別に全国平均正答率と学内平均正答率が記載されます。

学内全体の「ＣＢＴ模擬試験成績一覧表」・「個人成績詳細リスト」を大学教職員様用にご提示いたし
ます。成績一覧表には、コアカリキュラム別の学内平均正答率と全国平均正答率・問題別正答率等を
ご確認いただけますので、全国平均と比較した分析や今後の学生様へのご指導の根拠となる指標とな
る他、ＣＢＴ本試験へ向けた対策として活用いただけます。
※ 成績一覧表＆個人成績詳細リストは、教職員代表者様または学事課（教務課）ご担当者様宛てにお
　 送りいたします。
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◉教職員様用に
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ご確認いただけますので、全国平均と比較した分析や今後の学生様へのご指導の根拠となる指標とな
る他、ＣＢＴ本試験へ向けた対策としてご活用いただけます。
※ 成績一覧表＆個人成績詳細リストは、教職員代表者様または学事課（教務課）ご担当者様宛てにお
送りいたします。

学内総合試験結果サマリー学内総合コアカリキュラム別試験結果

学内総合問題別試験結果

総合正答率、コアカリキュラム別、問題タイプ別
などの学内全体のサマリーが記載されています。

コアカリキュラム別の全国平均、学内平均、コアカリキュラ
ム別全国・学内正答数等、詳細な試験結果が記載されます。

問題別に全国平均正答率と学内平均正答率が記載されます。

CBT模擬試験成績出力

CBT模擬試験成績一覧表に加え「個人成績詳細リスト」を合わせて、大学教職員様用にご提示いたし
ます。
「個人成績詳細リスト」では、学内受験者すべての詳細な試験結果が記載されていますので、受験者様
の学力水準の把握と今後の学習指導の材料としてご活用いただけます。
※ 成績一覧表＆個人成績詳細リストは、教職員代表者様または、学事課代表者様宛てにお送りいたし
ますので、発送先をご指示ください。

受験者氏名一覧

コアカリキュラム別全国・学内正答率表

コアカリキュラム別に全国と学内の平均正答率
が記載されています。全国平均と比較して、どの
分野が優れているのか、または劣るか等、全国平
均と比較した分析や今後の学生様へのご指導の
根拠となる指標となります。

ＣＢＴ模擬試験を受験した全ての受験者氏名が
成績順にランクされます。

ランク別順位と総合正答率

高得点順にランクされ、各受験者の総合正答率が
記載されます。

コアカリキュラム別正答率一覧

各受験者の分野ごとの正答率が記載されます。こ
の一覧では、各受験者の学力水準と強みと弱みを
分析し、把握することが出来ます。

◉ 試験結果を分析した詳細データが、
今後の対策に活きる
成績表では受験者母集団とご自分の試験結果を確認
することができ、細かく分析したデータをご提供し
ていますので、受験者のレベルがどの辺りにあるの
か、客観的に現時点での学力を判断し、本試験まで
に弱点を強化するのに役立ちます。
受験者自身が自己分析することで、以降のＣＢＴ対
策学習に活用できます。

参考：サンプル校の模擬試験と本試験比較例

８7

◉教職員様用に
　CBT 模擬試験成績一覧表＆個人成績詳細リストのご提示

学内総合試験結果サマリー学内総合コアカリキュラム別試験結果

学内総合問題別試験結果

総合正答率、コアカリキュラム別、問題タイプ別
などの学内全体のサマリーが記載されています。

コアカリキュラム別の全国平均、学内平均、コアカリキュラ
ム別全国・学内正答数等、詳細な試験結果が記載されます。

問題別に全国平均正答率と学内平均正答率が記載されます。

学内全体の「ＣＢＴ模擬試験成績一覧表」・「個人成績詳細リスト」を大学教職員様用にご提示いたし
ます。成績一覧表には、コアカリキュラム別の学内平均正答率と全国平均正答率・問題別正答率等を
ご確認いただけますので、全国平均と比較した分析や今後の学生様へのご指導の根拠となる指標とな
る他、ＣＢＴ本試験へ向けた対策として活用いただけます。
※ 成績一覧表＆個人成績詳細リストは、教職員代表者様または学事課（教務課）ご担当者様宛てにお
　 送りいたします。
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 受験者様用受験者様用
CBT模擬試験個人成績表CBT模擬試験個人成績表

◉ＣＢＴ模擬試験結果を迅速に受験者へフィードバック
大学単位受験者・個人受験者へ受験後２週間以内に成績表を発送します。
試験結果は受験後、弊社Webサイトでも速報結果として確認することができます。

試験結果データ： ①コア・カリキュラム別正答率
 ②問題形式別（ブロック別）正答率
 ③コア・カリキュラム大項目、中項目別試験結果詳細データ
 ④全国平均正答率と個人正答率比較
 ⑤問題別全国平均 /個人正答率その他

試験結果サマリーコアカリキュラム別試験結果

問題別試験結果

総合得点、コアカリキュラム別、問題タイ
プ別などのサマリーが記載されています。

コアカリキュラム別の全国データ、学内データ、
個人データが記載されます。

各ブロックの問題別正答率が記載されます。学内平均正答率 60%以上
の問題が不正解の場合には、該当問題が色付マークで記載されます。

個人成績表WEB閲覧

CBT模試CBT模試
個人成績表を
WEB解説から
個々にDLできる

ダウンロード

この個人成績表はWEBサイトから受験生が
個 に々ダウンロード・閲覧することができるように
なりました。
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 受験者様用受験者様用
CBT模擬試験個人成績表CBT模擬試験個人成績表

◉ＣＢＴ模擬試験結果を迅速に受験者へフィードバック
大学単位受験者・個人受験者へ受験後２週間以内に成績表を発送します。
試験結果は受験後、弊社Webサイトでも速報結果として確認することができます。

試験結果データ： ①コア・カリキュラム別正答率
 ②問題形式別（ブロック別）正答率
 ③コア・カリキュラム大項目、中項目別試験結果詳細データ
 ④全国平均正答率と個人正答率比較
 ⑤問題別全国平均 /個人正答率その他

試験結果サマリーコアカリキュラム別試験結果

問題別試験結果

総合得点、コアカリキュラム別、問題タイ
プ別などのサマリーが記載されています。

コアカリキュラム別の全国データ、学内データ、
個人データが記載されます。

各ブロックの問題別正答率が記載されます。学内平均正答率 60%以上
の問題が不正解の場合には、該当問題が色付マークで記載されます。

大学単位受験
実施準備事項

大学単位で実施いただく際には、以下の事項をお知らせいただきます様お願い申し上げます。

①受験者名簿と実施希望日時（名簿は Excel データで当校までE-mailでお送りください。）

　　 

実施日は複数回に分けることも可能ですので、
実施会場の設備等のご都合に合わせて、実施日を
お選びください。また、不都合等ございましたら ,
当校までご相談ください。
●団体受験は10名様より、大学主催でも学生主体
　でも受験できます。

②代表者様の氏名・連絡先

　　 ＣＢＴ模擬試験実施にあたり、弊社より事前に確認事項
等、お尋ねさせていただく事がございますので、ＣＢＴ
模擬試験実務担当者様の連絡先をご用意ください。

※　ID登録、操作ガイドの郵送等ございますので、実施日の10日前までにはご連絡ください

▲QRコード読み込みのWEB
サイトからも申込みできます

大学単位受験・個人受験
お問合せ ＆ お申込み先

〒 160 － 0023
東京都新宿区西新宿 8 － 1 － 15 サンライズビル
TEL：03 － 5358 － 9211　　FAX：03 － 5358 － 9212
フリーダイヤル：
（受付時間 10:00～17:30（土・日祝祭日を除く ））
E-mail　　shika@ishiyaku-k.com
URL　　　https://www.ishiyaku-dental.jp

◉受験料お振込先
　　 お申し込み後下記口座にお振り込みください。（大学主催の場合は期末払いに対応します）
　　※振込時に申込者のお名前をご記入ください。

　　みずほ銀行　堂島支店　普通預金　口座番号 ２１６６３５５　口座名義　日本医歯薬研修協会
　　  ※基本的には受験予定日前日（土日祭日を除く　14：30）までのお振込み期限となります。（その他の振り込み期日に対しては応相談）

0120 － 55 － 1489

CBT公開模擬試験
実施要項

大学単位で実施いただく際には、以下の事項をお知らせいただきます様お願い申し上げます。

①受験者名簿と実施希望日時（名簿は Excelデータで当校までE-mailでお送りください。）

　　 

実施日は複数回に分けることも可能ですので、
実施会場の設備等のご都合に合わせて、実施日を
お選びください。また、不都合等ございましたら
当校までご相談ください。
●団体受験は10名様より、大学主催でも学生主体
　でも受験できます。

②代表者様の氏名・連絡先

　　 ＣＢＴ模擬試験実施にあたり、弊社より事前に確認事項
等、お尋ねさせていただく事がございますので、ＣＢＴ
模擬試験実務担当者様の連絡先をご用意ください。

※　ID登録、操作ガイドの郵送等ございますので、実施日の10日前までにはご連絡ください

▲QRコード読み込みのWEB
サイトからも申込みできます

出題総数 全320問（ブロック1〜4／240問　ブロック5・6／80問） 
※ 歯学教育モデル・コア・カリキュラム準拠

解答方式 PC によるマウスクリック方式

推奨受験環境
・Windows 　11 ／ 10 ／ 8 ／ 7
　ブラウザ：Google Chrome, Edge
・Mac OS
　ブラウザ：Google Chrome　　　　　　※最新版を使用下さい

受験形式 大学単位受験または個人による自宅受験

受験料
● 大学単位団体   6,600 円（税込）／ 1 人
　（10 名以上）
● 個人（自宅受験）    11,000 円（税込）／ 1 人



■Windows 11／10／8／７ 
    ブラウザ： Google Chrome, Edge 
■Mac OS　
　ブラウザ： Google Chrome　　　　　　　　　　　　※最新版を使用下さい。

　※セキュリティでCBT模試サイトのJavaScript、Adobe Flash Player を
     利用できるようする必要があります。
■メモリ：　1GB 
　　　　　　(HDDに500MBの空き容量)以上
■接続回線：ADSL等のブロードバンド以上
               　個別受験の場合はPocket Wi-Fiでも良い通信状態が

保たれれば受験可能です。
■画面解像度：1024×768以上推奨

※スマートフォン、タブレット端末では受験できません。

受験推奨環境
Windows 10 8

G

                  

Excel

 ,

 ▲QRコード読み込みのWEB
サイトからも申込みできます
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shika@ishiyaku-k.com
https://www.ishiyaku-dental.jp

 

 

0120 55 1489
9：30～18：00

東京本部 東京都新宿区西新宿8－1－15 サンライズビル〒160-0023
大 阪 校 大阪府大阪市北区梅田1－3－1 大阪駅前第一ビル9F〒530-0001
名古屋校 愛知県名古屋市中村区則武1－1－7 NEWNO名古屋駅西2F〒453-0014

Tel. 03-5358-9211（代） Fax. 03-5358-9212
Fax. 06-4797-3517
Fax. 052-526-1490 

Tel. 06-4797-3516
Tel. 052-526-1489 


