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「新しいものを育てる喜びを共に」
一般社団法人富山県教育ネットワーク
理事長

安念正義

私達の組織が新しく社団法人に衣替えして初めての新年を迎えました。

実質的な活動はこれか

らですので、身が引き締まる思いです。 私達の活動を一人でも多くの方に知っていただくために、
まだ会員でない方及び賛助会員のみなさんに初めての「教育ネット通信」をお届けします。
私達の社団の基本理念(クレド)は、①子供の学力・徳育の向上
社会貢献

の三点です。

②参加団体の経営安定・発展 ③

この三点に基づいた活動を通じて「子どもたちと保護者のみなさんに信

頼され、安心して通っていただける塾づくり」を目指します。

その一環として、弁護士や大学教

授などからなる部外者による「優良塾認定制度」を設け、また県警から「こども１１０番の家」の
認定を受けます。 中３生対象の「富山全県統一模試」では、最先端の電子採点方式を採用します。
まず手始めに、今月１６日に開かれる富山県学習塾協議会主催の「教材教具展」に全面的に協力し、
新模試の電子採点方式のやり方の展示ブースを設け、新しく提携した関東の大手模試業者の進学研
究会さんに詳しく説明していただきます。

みなさんもぜひとも来場して、直接ご確認ください。

また賛助会員になっていただいている私立高校さんの２月の入試にも側面的に協力していく予定で
す。

会員の方の塾生に関しても、各高校とも個別に色々相談に乗っていただけますので、学校に

直接気軽にご相談ください。

県下の公的・私的教育機関との連携活動や地域イベントも実施する

計画ですが、組織の整備と新しい模試の構築に追われていて、まだ十分な活動はできていません。
とりあえず、この「教育ネット通信」を発行することにより、一人でも多くの方に社団の誕生を知
って頂き、趣旨に賛同いただいて入会していただければうれしい限りです。
４月２１日(日)のお昼には、参議院議員の丸山和也弁護士をお招きしての「設立祝賀パーティー」
を予定しております。

楽しい催しも企画中です。

会員になって、ぜひともご出席ください。

個人も組織も同じで、単独で成り立っていくことは絶対にありません。

去年１２月の第一回設

立総会の挨拶で述べたのですが、「縁尋機妙・多縫勝因」という言葉を共有し、「新しいものを育て
る喜びを共に」を合言葉にみんなで楽しく前向きに頑張っていく決意でおります。
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ご挨拶

この度、新生・一般社団法人「富山県教育ネットワーク」の模試部門を担当させていただ
くことになりました。当社は 1949 年の設立以来 64 年、一貫してテスト事業専門に携わって
まいりました。当初は「偏差値の神様」桑田昭三先生を擁して中学校の進路指導のための実
力テストを確立、全国の中学校に広がりました。1992 年、当時の文部省は校内での業者テ
ストを禁ずる通達を出したため、その後は塾業界に転じ、現在では東京、千葉、茨城、山梨
でトップシェアーの地位を占めております。2007 年には他のメーカーに先駆けて「電子採
点成績処理システム」を開発、このデジタル方式はまたたく間に全国のテスト業者に広がり
つつあります。

富山県の中学生の模試受験率は 50％程度と聞いております。教育立県・富山としては低
過ぎる数字ではないでしょうか。「富山県教育ネットワーク」の活動を通じて 3 年後、受験
率を 70％に上げましょう。20％増加すれば全統模試は倍増し、シェアー No１を奪還するこ
とになります。安念理事長の目標 15,000 人も達成されるでしょう。そのためには徹底的に
会員を増やしていくことです。当社もこれまでの経験を活かし、全力を挙げてバックアップ
させていただきます。

「塾はテストで儲けてはいけない」と言う先生がいらっしゃいます。これは間違いです。
どんな事業でも経営は甘くありません。原価や販管費がかかっているはずです。業者テスト
時代の中３生は凄まじく勉強しました。年末のこの時期、塾で期末対策、期末試験本番、期
末終了翌日に５科目の業者テスト、そして次の日曜日には寒い中、会場模試にほとんどの受
験生がやって来たのです。全くもってテスト漬けでした。新課程の中身の濃い教科書もスタ
ートしました。当社は、富山県の受験生のために貢献すると同時に「富山県教育ネットワー
ク」の裏方として共に発展していきたいと考えています。何卒宜しくお願い申し上げます。

平成 24 年 12 月 25 日

㈱進学研究会 営業本部長 上本三郎
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新全統模試のご案内
平成 24 年度までの「全統模試」は、富山県学習塾協議会と㈱教育統計会の共同事業でし
たが、平成 25 年度より『一般社団法人 富山県教育ネットワーク』がその事業を引き継い
で行うこととなりました。なお、名称の「全統模試」は『富山全県統一模試』の略称です。
平成 25 年度 全統模試実施日程
プレ模試

3 月 24 日（日）～4 月 2 日（火）

自塾

第1回

8 月 25 日（日）

公開会場または自塾

第2回

11 月 3 日（日）

公開会場または自塾

第３回

12 月 8 日（日）

公開会場または自塾

第4回

2014 年

1 月 12 日（日）

公開会場または自塾

第5回

2014 年

2 月 2 日（日）

公開会場または自塾

受験料
プレ模試 1,500 円
第１回～第５回 各回 4,200 円
ただし、団体（3 人）申し込み 及び 複数回申し込みは 4,000 円/回となります。

新全統模試の特徴
・ 問題内容・受験内容は本番さながら。
記述問題を重視した入試に近い難易度で、しかも適切な平均点になるような問題を作成していま
す。
・ いち早く個人成績表・最新入試情報を送付。
電子採点によるわかりやすく見やすい個人成績表で、志望校の状況が一目でわかります。
・ 受験教科の順序や時間配分は入試と同じ。
問題用紙・解答用紙の形式も入試に合わせております。
・ 傷害保険で安心受験。
試験当日は、万一に備えて受験生の皆さんに傷害保険をかけております。
・ 最適な受験会場を県内各地にご用意。（約 15 ヶ所）
特にメイン会場として富山大学や国立高専及び私立高校を使用します。また、お近くの学習塾で
受験できる場合もあります。
・ アフターケアも万全。
富山県教育ネットワーク加盟塾と協賛塾が懇切丁寧に、学習面や入試情報についてご相談に応じ
ます。
・ 自宅受験もＯＫ！
自宅で厳正にテストを実施し、２週間以内に答案用紙を郵送していただければ個人成績表をお送
りします。ただし、総合順位は空白になります。
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プレ全統模試 実施要項
日

時 3/24（日）～4/2（火） この期間に、各塾で実施していただきます。

当法人会員以外の塾の方でも、塾単位での受験は可能です。
教

科 社会・国語・理科・英語（リスニングを含む）・数学

場

所 お申込みされた塾、またはその塾で用意された会場。

費

用

1,500 円

試験範囲 各教科１・２年の全範囲から出題します。

申し込み方法
■ 塾での団体申し込みは、下記事務局か、ホームページからご連絡ください。
一般社団法人

富山県教育ネットワーク 事務局
〒930-0003 富山市桜町 2-1-10
事務局長 安田廣志
ＴＥＬ 076-411-9882
ＦＡＸ 076-411-9883

■ 個人での申し込みは、事務局またはホームページからお申し込みください。

http://www.zentou.net

「こども 110 番の家」の登録申し込みについて
（社）富山県教育ネットワークでは、子どもたちと地域の安全のために、「こども 110 番の家」の団
体申し込みを富山県警に行うことにしています。
団体申し込みに参加をご希望の方は、平成 25 年 1 月 15 日までに事務局までご連絡ください。
（社）富山県教育ネットワーク

事務局 〒930-0003 富山市桜町 2-1-10
事務局長 安田廣志

ＴＥＬ 076-411-9882

ＦＡＸ 076-411-9883

ホームページからもお問い合わせができます。

http://www.toyama-edu.net
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教材・教具・情報機器・展示会のお知らせ
教材・教具・情報機器の使い方から生徒の指導、塾の運営にいたるまで、
情報交換の場です。お気軽にお越しください。
昨年度来場者数 120人 （一般50名、 会員70名）

日時：平成25年 1月16日（水）

10：00～15：00

主催：富山県学習塾協議会
会場：富山問屋センター流通会館
〒930-0834

富山市問屋町1-3-18

TEL.076（451）9201

出展社：㈱育伸社 教育開発出版㈱ ㈱エデュケーショナルネットワーク
㈱PRESTIGE SCORE ㈱好学出版 ㈱学書 ㈱ＣＫＴ ㈱学友社
㈱文理 デュプロ㈱ ㈱進学研究会 ㈱啓文館 ㈱スプリックス
以上 13社
主催 富

新全統模試の説明
模試の作成＆データ処
理を担当する㈱進研に
も参加していただきま
す。

山県学習塾協議会
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富山県教育ネットワーク 会員募集
【ネットワークの事業】 3 大理念の実現のために下記の事業を行います。
子どもの学力向上
・模試

社会貢献

年６回

・

こども１１０番の家の認定

・中１，２年生対象試験の実施

・

地域イベント活動

・県立高校入試分析

・

教育諸団体との共催事業

・

異業種交流会

・

教員のスキルアップ研修会

３月

・模試受験者の追跡調査

４月

・高専・私立高校入試説明会
・中２対象県立高校見学会

９月
１２月

・県立高校・高専推薦入試資料集

３月

・高校入試ガイドブック・入試問題集発刊
参加団体の経営安定・発展
・優良塾認定制度

・新聞への共同広告

・教材・塾保険の割引

・経営セミナーの開催

・講師のスキルアップ講座の開催

・教材・教具展

・教育情報のメール配信

・社団ニュースの発行

・高校入試問題の配布(高専・県立・私立)

１月、６月
年４回

２月、３月

・ネットワーク HP での名前の公表・リンク設定
・情報交換会――地区懇親会、忘年会

【ネットワークの組織の特長】
① 学ぶ組織

② 情報の組織

学ばない生徒が伸びないように、塾や会社の経

今や情報は経営資源の中心になりつつあります。

営者も学ばないと伸びません。

特に成熟した塾業界においては、情報からの疎

上記の事業や勉強会を通じて塾や会社の経

遠は経営の死につながります。各種の交流イベ

営者も学び成長することをめざしています。

ントやグループウエアを通じて情報の共有・交
換・蓄積を行っていきます。

③ 生徒やお客様が増える組織

④

理念の実現のためにも、各塾や各社の経営

富山県の教育に貢献する組織
自塾や自社の私的利益だけでなく、広く

の向上は不可欠と考えています。

富山県の教育に貢献するという高い目標

「社団に入って生徒やお客様が増えた」とい

を掲げています。学習塾の質的飛躍をめざ

う状況を実現したいと考えています。

しています。
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ご入会へのご案内
当法人では、一人でも一団体でも、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
今回ご加入いただくための資料として、以下の文書を、準備しております。
・ 一般社団法人「富山県教育ネットワーク」入会のお願い
・ 「当法人の概要について」
・ 「富山県教育ネットワーク入会申込書」
・ 「富山県教育ネットワーク基金募集概要」と「基金申込書」
下記の事務局あるいは、他の連絡先までお問い合わせください。
また、定款・諸規定等は、下記の事務局に備え付けております。
また、ホームページからもご覧いただけるよう準備しております。
当方人へのご参加は以下の手順にて行います。
1

「入会申込書」を事務局までご提出ください。
基金会員にご応募される場合は、あわせて「基金申込書」もご提出ください。

2

理事会で審査させていただき、二ヶ月以内にご返事申し上げます。

3

会費、基金はお知らせする期日内に、指定の口座にお振込みください。

4

総会や法人主催の催し事を随時ご案内申し上げます。
ぜひ積極的にご参加くださいますようお願い申し上げます。
【お問い合わせ等連絡先】
（連絡先）
(社)富山県教育ネットワーク
事務局長

事務局
安田廣志

〒930-0003 富山県富山市桜町 2-1-10 陽光堂ビル
Tel 076-411-9882

Fax

076-411-9883

ホームページからもお問い合わせができます。

http://www.toyama-edu.net
（他の連絡先）
・安念正義

（当法人理事長）

安念塾

Tel 0763-32-5283

〒939-1315 富山県砺波市太田 1360
・能登清秋

（当法人専務理事）アルファ進学スクール

〒938-0051 富山県黒部市立野 26-1
以上よろしくお願い申し上げます。
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Tel 0765-54-3064

