
直前センター対策実戦ゼミ
日程Aと日程Bは、別々の教室での受講も可能です。
1科目から、最大で5教科8科目まで受講できます。

※地歴・公民／理科は、試験のみの実施です。それぞれ最大2科目まで受講できます。
※理科は、物理／化学／生物から最大2科目、または物理基礎／化学基礎／生物基礎／地学基礎から2科目のいずれかを選択してください。
※地歴・公民は、世界史B／日本史B／地理B／倫理、政治・経済／政治・経済／倫理／現代社会の７科目から選択してください。

志望大合格に向けてセンター試験でアドバンテージをかせぐため、本番さながらの問題で
センター特有の「勘」を研ぎ澄ます実戦ゼミです。

2日間講座　●英・数・国は解説授業つき

お申し込み方法・受講料は
裏面でご確認ください。  　⇒

センター試験直前期。一つのミスが合否を分ける可能性があります。１点でも多く得点できるよう、センター
対策実戦ゼミで最後のシミュレーションを、センター分野別完成講座で最後の弱点克服を行い、万全の
態勢でセンター試験を迎えましょう。

2019年 1月7日(月)～1月17日(木)
センター試験直前期。一つのミスが合否を分ける可能性があります。１点でも多く得点できるよう、センター

2019年 1月7日(月)～1月17日(木)
直前センター対策講座
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Z会京大進学教室
東大・京大・阪大・神大・医学部受験

梅田教室

神戸三宮教室
〒530‐0012　大阪市北区芝田2-9-19 イノイ第2ビル7F

〒650-0021　神戸市中央区三宮町1-3-11 朝日生命三宮ビル7F

06-6375-2828

　　 078-335-2735

上本町教室

西宮北口教室
〒542‐0062　大阪市中央区上本町西5-3-5 上六Fビル8F

〒662‐0832　西宮市甲風園1-2-1 甲風園阪急ビル4F

06-6763-2870

　0798-69-0615

京都教室
〒600‐8216　京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町719
  SKビル5F

075-352-2263

窓口受付時間 14：00～21：00  ※日曜・休室日を除く

0120‐797‐808 14：00～21：00
※日曜･休室日を除くお問い合わせ・お申し込み 通話料無料

Ｚ会グループ企業、栄光グループ企業および関連企業は、お客様の個人情報を法令にしたがって安全かつ適切に取り扱います。「個人情報の取り扱い
について」はＺ会Webサイト（http://www.zkai.co.jp/home/info/educe_policy.html）に掲載しています。お申し込みにあたっては「個人情報の
取り扱いについて」の内容にご同意ください。株式会社Ｚ会エデュースは、プライバシーマークを取得しています（登録番号 第１７００３２１９号）。

Z会の個人情報の取り扱いについて

1/12
（土）

  9：30～10：50 国語      演 習

11：00～12：20 国語      解説授業 桒野 稔浩

13：00～14：20 英語      演 習

14：30～15：50 英語      解説授業 中村 雅俊

16：30～18：40 地歴・公民2科
試験のみ

16：30～17：30 地歴・公民1科

13:00～15:10 理科2科 
試験のみ

14:10～15:10 理科基礎2科 

15:30～16:30 数学Ⅰ・A 演 習

16:40～17:30 数学Ⅰ・A 解説授業 新矢 浩司

18:00～19:00 数学Ⅱ・B 演 習

19:10～20:00 数学Ⅱ・B 解説授業 新矢 浩司

1/14
（月・祝）

  9:30～11:40 理科2科 
試験のみ

10:40～11:40 理科基礎2科 

12:00～13:00 数学Ⅰ・A 演 習

13:10～14:00 数学Ⅰ・A 解説授業 澤田 涼

14:30～15:30 数学Ⅱ・B 演 習

15:40～16:30 数学Ⅱ・B 解説授業 澤田 涼

  9:30～11:40 理科2科 
試験のみ

10:40～11:40 理科基礎2科 

12:00～13:00 数学Ⅰ・A 演 習

13:10～14:00 数学Ⅰ・A 解説授業 新矢 浩司

14:30～15:30 数学Ⅱ・B 演 習

15:40～16:30 数学Ⅱ・B 解説授業 新矢 浩司

1/13
（日）

13:00～15:10 地歴・公民2科
試験のみ

14:10～15:10 地歴・公民1科

15:30～16:50 英語      演 習

17:00～18:20 英語      解説授業 五十嵐 卓

19:00～20:20 国語      演 習

20:30～21:50 国語      解説授業 彌榮 浩樹

12:00～14:10 地歴・公民2科
試験のみ

13:10～14:10 地歴・公民1科

14:40～16:00 国語      演 習

16:10～17:30 国語      解説授業 彌榮 浩樹

17:50～19:10 英語      演 習

19:20～20:40 英語      解説授業 西 真理子

梅田
教室

時間 時間科目 科目講師 講師

京都
教室

神戸三宮
教室

日程 A 英語・国語・地歴・公民 日程 B 数学・理科

1/13
（日）

1/13
（日）

1/14
（月・祝）

Z 会京大進学教室の冬期講習・直前講
習・直前センター講座などの詳細を掲
載しています。

www.zkai.co.jp/juku/high/km/
Z会京大進学教室 高校 検 索



センター試験直前に、あともうひと伸びの得点アップをねらいます。「受けてよかった！」と思えるような、本番直前の１日完結講座です。

直前センター分野別完成講座 120 分授業×1日完結

受講料（税込）
直前センター対策実戦ゼミ

セット料金

現本科生受講料受講料

5,000 円8,000 円

直前センター分野別完成講座
１講座（120 分）あたり

現本科生受講料受講料

4,300 円4,500 円

ご希望の講座・教室・時間帯をご選択の上、
お電話･Webサイト･教室窓口のいずれかにてお申し込みください。
専用の払込用紙などの手続書類を郵送します。 ※申込締切：授業日の 2営業日前  21：00お申し込み方法
※お申し込み後の変更・キャンセルはできませんので、ご予定をご確認のうえお申し込みください。
※お申し込み後、１週間を過ぎても手続書類が届かない場合は、お電話にてお問い合わせください。　

※複数講座割引適用外

※登録料（2,000円）は
　免除いたします。 

スマートフォンの方は
こちらからお申し込み
できます→

＊DPA・DPB・DGA・DGBは予習前提です。教材を事前に受講教室の窓口でお受け取りの上、予習をして授業に臨んでください。教材は12/3(月)より交付開始します。
※その他の教材は授業の教室内でお渡しします。 

理
科

センター英語
リスニングテスト攻略法伝授 DEL センター試験対応の問題演習を通じて、リスニングの出題ポイ

ントと攻略法を伝授します。リスニングを得点源にしましょう！
英
語

梅　田  1月15日(火)    19：45～21：45
上本町  1月11日(金)    15：15～17：15
京　都  1月  9日(水)    19：45～21：45
神戸三宮  1月16日(水)    17：30～19：30
西宮北口  1月17日(木)    19：45～21：45

中村 雅俊
中村 雅俊
五十嵐 卓
西 真理子
西 真理子

数
学

さらに10点取るための
センター数学Ⅰ・A DMA

センター数学Ⅰ・Ａに不安がある方のために、センター数学Ⅰ・Ａで差
のつきやすい「集合と論理」「三角比」「データの分析」の頻出問題
をチェックし、残されたわずかな時間で得点力アップをねらいます。

梅　田  1月  9日(水)    17：30～19：30
上本町  1月15日(火)    17：30～19：30
京　都  1月16日(水)    17：30～19：30
神戸三宮  1月11日(金)    17：30～19：30
西宮北口  1月10日(木)    17：30～19：30

新矢 浩司
多賀 みのり
澤田 涼
梶屋 三郎
澤田 涼

さらに10点取るための
センター数学Ⅱ・B DMB

センター数学Ⅱ・Ｂに不安がある方のために、センター数学Ⅱ・Ｂで
差のつきやすい「ベクトル」「数列」の頻出問題をチェックし、残さ
れたわずかな時間で得点力アップをねらいます。

梅　田  1月  9日(水)    19：45～21：45
上本町  1月16日(水)    17：30～19：30
京　都  1月16日(水)    19：45～21：45
神戸三宮  1月15日(火)    19：45～21：45
西宮北口  1月10日(木)    19：45～21：45

新矢 浩司
多賀 みのり
澤田 涼
梶屋 三郎
澤田 涼

センター国語 古典分野
最終ポイント確認

DL
語彙、文法の重要項目と、読解問題での「迷ったときの選択肢の
見分け方」を総点検し、落ち着いて本番に臨むための最終ポイン
トチェックに取り組みます。

国
語

梅　田  1月17日(木)    17：30～19：30
上本町  1月16日(水)    19：45～21：45
京　都  1月17日(木)    19：45～21：45
神戸三宮  1月11日(金)    19：45～21：45
西宮北口  1月16日(水)    19：45～21：45

桒野 稔浩
彌榮 浩樹
彌榮 浩樹
彌榮 浩樹
高木 浩明

センター物理
力学・熱力学・波動・電磁気
最終ポイント確認

DPA ＊】 

センター物理で失点できない「小問集合」および「グラフ問題」で、
力学・熱力学・波動・電磁気の重要ポイントを最終チェックします。
※理系の方対象。【予習前提
秋のワンポイント補強講座ＰＤと同一のため、同時受講できません。

梅　田  1月  7日(月)    19：45～21：45
上本町  1月17日(木)    17：30～19：30
京　都  1月  8日(火)    17：30～19：30
神戸三宮  1月10日(木)    17：30～19：30
西宮北口  1月11日(金)    17：30～19：30

福地 悠
福地 悠
古林 泰昌
福地 悠
藤井 波輝

センター物理
円運動・単振動・原子・電気回路
最終ポイント確認

DPB
センター物理において、課程変更にともない要注意分野となった
円運動・単振動・原子・電気回路などについて最終チェックし、得
点アップを狙います。※理系の方対象。【予習前提＊】 

梅　田  1月16日(水)    17：00～19：00
上本町  1月17日(木)    19：45～21：45
京　都  1月  8日(火)    19：45～21：45
神戸三宮  1月10日(木)    19：45～21：45
西宮北口  1月11日(金)    19：45～21：45

福地 悠
福地 悠
古林 泰昌
福地 悠
藤井 波輝

センター化学 無機分野
最終ポイント確認 DC 無機分野の知識問題を総ざらいし、手薄になりがちなポイントを

最終チェックすることで、得点アップを狙います。※理系の方対象。
梅　田  1月10日(木)   17：00～19：00
上本町  1月10日(木)   19：45～21：45

松本 省三
松本 省三

センター世界史
頻出テーマ最終チェック DW 様々な時代・テーマの中で、センター試験で最頻出かつ差がつきや

すい箇所を総チェックし、学習の死角をなくし、満点をねらいます。

センター日本史
頻出テーマ最終チェック DJ 様々な時代・テーマの中で、センター試験で最頻出かつ差がつきや

すい箇所を総チェックし、学習の死角をなくし、満点をねらいます。

センター地理 地誌
最終ポイント確認Ａ DGA アジア・アフリカの地誌のうち、着眼すべきポイントを押さえて、効

率よく得点しましょう！【予習前提＊】

センター地理 地誌
最終ポイント確認Ｂ DGB 地誌のヨーロッパ・CIS・南北アメリカ・オセアニアの地誌のうち、着

眼すべきポイントを押さえて、効率よく得点しましょう！ 【予習前提＊】 

地
歴
公
民

梅　田  1月12日(土)    19：45～21：45 中垣 晃一

梅　田  1月15日(火)    17：30～19：30 谷田 和司

梅　田  1月14日(月・祝) 17：30～19：30

梅　田  1月14日(月・祝) 19：45～21：45
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