
■対象：中３生　　■教科：数学・理科・社会（地理･歴史）※1科目からのお申し込みが可能です。
■開講日時：                       ■学習単元：※裏面のカリキュラムをご覧下さい。

■受講料（税込/教材費含む）

Ｚ会で中１・中２の重要単元を復習しよう！Ｚ会で中１・中２の重要単元を復習しよう！

お電話での
お問い合わせ・
お申し込み

0120-797-807 Ｚ会の教室 関西 検索

◎電話受付時間14:00～21:00(木曜・休室日を除く) ※講習期間中は10:00～17:00

◆梅田教室　　 ℡06-6375-2121
◆上本町教室　 ℡06-6763-2828
◆京都教室　　 ℡075-352-5542
◆神戸三宮教室 ℡078-335-2738
◆西宮北口教室 ℡0798-69-0651

講座名 梅田教室 上本町教室 京都教室 神戸三宮教室

「ちょっと不安なあの単元の授業をもう一度受けたい！」
「中１、中２で学習した内容をもう１度復習したい。」
「途中からの入会だけど、授業についていけるか不安･･･。」

数学①
数学②
数学③
数学④
理科①
理科②
理科③
理科④
理科⑤
理科⑥
地理①
地理②
地理③
歴史①
歴史②
歴史③

受講科目 受講料（本科生） 受講料（一般生）
全４科目セット受講

単科
受講

18,400円 22,000円
理科のみ１科目受講 7,800円 9,400円
数学のみ１科目受講 5,200円 6,200円
地理または歴史のみ1科目受講 4,200円 4,700円

＜受講割引（本科生･一般生）＞
2科目受講から、1科目増えるごとに
総額より1,000円減額いたします。

中1･中2 でつまずいた苦手単元を、短期集中授業でおさらいして、
完璧に自分のものにしてしまおう。入試本番に向けて、中3 内容をきちんと
定着させるためにも、これがラストチャンス！

通話料
無料

西宮北口教室

※登録料　2,000円（税込）
Z会の教室を初めて受講される方は、登録料をお支払いください。次に該当される方は、登録料不要です。①Ｚ会の教室の本科（通年の授業）・講習（6Vコース含む）を受講された
ことのある方。②Ｚ会の通信教育を受講されたことのある方。③Z会グループ各塾（栄光ゼミナール・増田塾など）の本科（通年の授業）・講習を受講されたことのある方。④Webよ
りお申し込みの方。

重要単元復習講座
Ｚ会進学教室（高校受験コース） 特別講座
中３生
対象

Z091-3

※Ｚ会グループ各塾で受講されたことのある方は、お申し込み時に【会員番号・在籍時校舎名・在籍時学年】などをお知らせください。

9/16( 月祝 )  13:00-14:00

9/16( 月祝 )  14:10-15:10

9/16( 月祝 )  15:30-16:30

9/16( 月祝 )  16:40-17:40

9/23( 月祝 )  15:00-16:00

9/23( 月祝 )  16:10-17:10

9/23( 月祝 )  17:30-18:30

10/14( 月祝 )15:00-16:00

10/14( 月祝 )16:10-17:10

10/14( 月祝 )17:30-18:30

9/23( 月祝 )  11:00-12:00

9/23( 月祝 )  12:30-13:30

9/23( 月祝 )  13:40-14:40

10/14( 月祝 )11:00-12:00

10/14( 月祝 )12:30-13:30

10/14( 月祝 )13:40-14:40

10/14( 月祝 )14:00-15:00

10/14( 月祝 )15:10-16:10

10/14( 月祝 )16:30-17:30

10/14( 月祝 )17:40-18:40

9/16( 月祝 )  14:40-15:40

9/16( 月祝 )  15:50-16:50

9/16( 月祝 )  17:00-18:00

9/23( 月祝 )  14:40-15:40

9/23( 月祝 )  15:50-16:50

9/23( 月祝 )  17:00-18:00

9/22( 日 )     10:30-11:30

9/22( 日 )     11:40-12:40

9/29( 日 )     10:30-11:30

9/29( 日 )     11:40-12:40

10/6( 日 )     10:30-11:30

10/6( 日 )     11:40-12:40

9/22( 日 )     10:30-11:30

9/22( 日 )     11:35-12:35

9/29( 日 )     10:30-11:30

9/29( 日 )     11:35-12:35

10/14( 月祝 )13:00-14:00

10/14( 月祝 )14:05-15:05

10/14( 月祝 )15:10-16:10

11/4( 月祝 )   13:00-14:00

11/4( 月祝 )   14:05-15:05

11/4( 月祝 )   15:10-16:10

10/14( 月祝 )16:20-17:20

10/14( 月祝 )17:25-18:25

10/14( 月祝 )18:30-19:30

11/4( 月祝 )   16:20-17:20

11/4( 月祝 )   17:25-18:25

11/4( 月祝 )   18:30-19:30

11/4( 月祝 )   14:30-15:30

11/4( 月祝 )   15:40-16:40

11/4( 月祝 )   17:00-18:00

11/4( 月祝 )   18:10-19:10

9/23( 月祝 )   16:00-17:00

9/23( 月祝 )   17:10-18:10

9/23( 月祝 )   18:20-19:20

10/14( 月祝 )16:00-17:00

10/14( 月祝 )17:10-18:10

10/14( 月祝 )18:20-19:20

9/23( 月祝 )   12:00-13:00

9/23( 月祝 )   13:40-14:40

9/23( 月祝 )   14:50-15:50

10/14( 月祝 )12:00-13:00

10/14( 月祝 )13:40-14:40

10/14( 月祝 )14:50-15:50

9/23( 月祝 )   14:50-15:50

9/23( 月祝 )   16:00-17:00

9/23( 月祝 )   17:10-18:10

9/23( 月祝 )   18:20-19:20

9/16( 月祝 )   16:00-17:00

9/16( 月祝 )   17:10-18:10

9/16( 月祝 )   18:20-19:20

10/14( 月祝 )16:00-17:00

10/14( 月祝 )17:10-18:10

10/14( 月祝 )18:20-19:20

9/16( 月祝 )   12:30-13:30

9/16( 月祝 )   13:40-14:40

9/16( 月祝 )   14:50-15:50

10/14( 月祝 )12:30-13:30

10/14( 月祝 )13:40-14:40

10/14( 月祝 )14:50-15:50



Ｚ会使用欄　 受付　　／　　　□ＴＫＳ　　／　　　 □認知経路　　／　　　□copy／fax／scan　　／

￥ □ 振込・引落　　／　　（　　）

（フリガナ）

生徒氏名

会員番号または
お問合わせ番号
＊DM封筒に記載 ご住所

（〒　　　  -　　　　　）

（フリガナ）
保護者氏名

電話番号 （　　　　　　）　　　　　　－

在学中学校
中学校立

（姓） （名）

（姓） （名）

振込（後日振込用紙
をお送りします） ・　引落（Ｚ会ですでに口座引落を利

用されている方のみ選択可）学年
※いずれかに○

お支払方法
※いずれかに○

中３

☆Ｚ会進学教室をお知りになられたきっかけに○をつけてください（複数回答可）。 ＤＭ ・ 資料請求 ・ 教室設置 ・ 通信教育媒体 ・ ホームページ ・ 校門前配布 ・ 書店設置  ・ その他（　　　　　）

重要単元復習講座　申込用紙

数学（①～④）

理科（①～⑥）

地理（①～③）

歴史（①～③）

講座名
受講教室 有料※お申し込みに○をしてください。

＜重要単元復習講座　カリキュラム（2019年度）＞

※本科生の方は、お通いの教室をご記入ください。→
（本科生は下記住所・電話番号欄の記入は不要です。）

本科教室 
※いずれかに○

梅田  ・  上本町  ・  京都  ・  神戸三宮  ・  西宮北口

＜使用教材について＞（※教材費は受講料に含まれています。）
※この講座で使用する教材は、『中学1・2年の総復習（数学）』、『中学1・2年の総復習（理科）』『中学1・2年の総復習（社会）』です。中１・中２で学んだ
     内容をまとめた教材ですので、効率良く復習できます。授業では、その教材の中でも特に重要な単元にしぼって扱います。

中3

対象
学年 講座名 単元

数学①

数学②

数学③

数学④

理科①

理科②

理科③

理科④

理科⑤

理科⑥

地理①

地理②

地理③

歴史①

歴史②

歴史③

科目
思考力・表現力を試す問題

連立方程式

一次関数

平行と合同、三角形と四角形

光・音・力

物質の性質

大地の変化

電流とそのはたらき

化学変化と物質の成り立ち

天気の変化

世界の諸地域

世界と日本の結びつき（資源・エネルギーと産業、貿易、交通・通信）

日本の諸地域、身近な地域の調査

近代ヨーロッパと幕末の日本

近代日本の歩み（明治時代）

二度の世界大戦と戦後の国際社会

数学
（①～④セット）

理科
（①～⑥セット）

地理
（①～③セット）

歴史
（①～③  セット）

梅田 上本町 京都 神戸三宮 西宮北口

10/14(月祝)

11/4(月祝)

9/16(月祝)
10/14(月祝)

9/16(月祝)

10/14(月祝)

9/22(日)
9/29(日)
10/14(月祝)
11/4(月祝)

9/23(月祝)
10/14(月祝)

9/16(月祝)

9/23(月祝)

10/14(月祝)

9/23(月祝)

10/14(月祝)

9/23(月祝)

お申し込み方法

Web申込　／　お電話　／教室窓口

9/23(月祝)
10/14(月祝)

10/14(月祝)

9/16(月祝)
9/23(月祝)
9/22(日)
9/29(日)
9/29(日)
10/6(日)

11/4(月祝)
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