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中学受験
小 学 生

難関国私立中学受験

上本町／西宮北口

検 索Z会京大進学教室 小学生

Z会京大進学教室
中学受験コース

週1回からの通塾と添削指導で
第一志望校合格 へ。 
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2020年度 期間：2020年2月10日～2021年2月7日



本 科

東大・京大をはじめとした難関大学に合格するた

めには単なる「知識」の詰め込みだけでは通用しま

せん。その「知識」を前提として、自ら考え、悩み、調

べ、そしてまた考えるという「思考力」と、考えたこと

を整理し、論理的に、わかりやすく解答を築き上げ

ていく「表現力」が必要です。「Ｚ会の教室」は、30年

を超えて、東大・京大に合格者を輩出してきました。

そのノウハウと指導方針のもと、中学受験に向けた

授業を行っているのが「Z会京大進学教室 中学

受験コース」です。

そしてそこで培った「思考力」「表現力」は、中学受験、

大学受験だけでなく、その先の場面でも求められる

力だと、Z会は考えています。

そんなZ会の教室で、一緒に第一志望校合格をめざ

しましょう。お待ちしています。

中学受験、大学受験、
そしてその先へ。

難 関 国 私 立 中 学 受 験 の ため の
Ｚ会京大進学教室 中学受験コース

★上本町教室、西宮北口教室２教室の本科生のみの実績です。

神戸大学附属、大教大附属池田、大教大附属
平野、富田林、芦屋国際

六甲学院、神戸女学院、神戸海星女子、甲南女
子（Ｓアド）、明星（特進）、金蘭千里、同志社香里、
関西第一、ラ・サール

私
立

国
公
立

Ｚ会京大進学教室 中学受験コース 2019年度合格実績

Z会員 2019年度大学合格実績（抜粋）
大学名 Z会員 教室生

東京大学 967名 139名

京都大学 948名 86名

大阪大学 618名 63名

神戸大学 256名 56名

国公立大医学部医学科
＊防衛医科大学校を含む 828名 121名

※2019年8月10日現在判明分。※Ｚ会員合格者数は、通信教育受講生、映像コース受講
生、教室本科生・講習生、および提携塾のＺ会講座受講生の集計であり、模試のみの受験
生は含みません。 ※Ｚ会の教室生合格者数は、教室本科生・講習生、映像コース受講生、お
よび提携塾のＺ会講座受講生の集計であり、模試のみの受験生は含みません。



Ｚ会京大進学教室 中学受験コースでは、「なぜ」が「わかる」面白さを伝えることで、中学受験で求められる知識だけでなく、
その先にも求められる思考力や、自ら学習に取り組む姿勢を身につけることをめざしています。

週１回からの通塾でめざす難関中学合格。

１年間のスケジュール

安心・安全の通塾体制

Ｚ会京大進学教室 中学受験コースでは、志望校合格のために、次のようなスケジュールでサポートしていきます。
どの時期にどのようなことをするか、１年間のスケジュールを把握しておきましょう。

安心して通塾していただくために、専用ICカードを利用した入退館システム
「キッズセキュリティ」を導入しています。毎回の通塾の通知だけでなく、休講情
報などもご登録のメールアドレスへ速やかにご連絡します。

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

授業

模試（小6）

模試（小4・小5）

保護者会・
面談

◎その他、学習法・入試分析会等、各種講演会を季節ごとに実施しています。 ◎面談は随時承ります。お気兼ねなくスタッフにご相談ください。

授業 模試 保護者会・
面談

毎週の授業で学んだことを、
講習でおさらいするので、無駄
なく無理なく定着ができます。

定期的な実施で、弱点の早期
発見だけでなく、モチベーショ
ンアップにもつながります。

受験情報・学習状況のご報告や、その時期にやっておくべき
ことのアドバイスを行います。面談では、授業態度や模試の
結果を踏まえて、ひとりひとりに合ったご提案をいたします。

プロ講師による授業＆添削指導

学習習慣と知識の定着を促す補助教材

志望校合格まで導く万全のサポート体制

Point

1

Point

2

Point

3

Ｚ会の長年の通信教育から培った添削指導のノウハウを、教室でも活かしています。Ｚ会
京大進学教室の集団授業は、学生講師ではなくプロの講師が担当しています。豊富な
経験と知識で、受験校を踏まえた教科指導を行います。また、各ターム１回程度の添削
課題に、授業を担当するプロ講師より添削を行い、ひとりひとりに合ったアドバイスを
添えて返却します。記述力の養成はもちろん、課題の早期発見にもつながります。

自主学習のための補助教材「計算日記」「漢字日記」を導入しています。毎週の授業に
連動したカリキュラムで、基礎をスムーズに定着させます。進捗状況のチェックを毎週
教室で行うので、おのずと学習習慣も身につきます。

進路指導スタッフ
沢山の難関中学合格者を送り出してきたスタッフが、日々の学習指
導および進路指導を担当します。

チューター
チューターは、Ｚ会を卒業した現役大学生です。わからないところ
の質問はもちろん、学校に関する情報も気軽に尋ねてみましょう。

自習室

授業のない日でも、開室日・開室時間に自習室をご利用いただけます。
授業でわからなかったところ、補助教材でつまずいてしまったところ
を、チューターに質問できます。ライバルや先輩が勉強している緊張
感の中、集中して取り組めるのも、自習室のメリットのひとつです。

定着演習
中学受験に必要な単元を網羅した基礎プリントです。学習状況に応
じて科目や範囲を選び、教室で取り組みます。基礎の反復に最適です。

保護者会（小6） 保護者会 保護者会
保護者面談 保護者面談

本科0期 春期講習 冬期講習夏期講習本科1期 本科2期 本科3期

第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回

第2回 第3回第1回 第4回 第5回

Aターム Bターム Aターム Bターム CタームCタームAターム Aターム



上本町教室
主な

ターゲット校
私立中学 大阪星光学院、東大寺学園、清風南海、四天王寺、西大和学園、明星、大谷
国立中学 大教大附属天王寺、大教大附属平野（内部進学を含む）

受験に必要な教科を
難関国私立クラスでご受講ください。 小5 難関国私立

クラス 土曜
算数 13：30～15：00

国語 15：10～16：40

小6 難関国私立
クラス 土曜

算数 11：30～13：00

国語 13：30～15：00

理科 15：10～16：40

小5 難関国私立クラス 国 語  算 数  各90分 毎週土曜日開講

小6 難関国私立クラス 国 語  算 数  理 科 各90分 毎週土曜日開講

講座一覧

講座紹介 時間割

毎朝６時から計算日記や漢字日記をしました。苦手だった漢字や計算も
毎日続けることでだんだんできるようになりました。そのおかげで入試
の問題が簡単に思えました。
Ｚ会では、週１回の授業で、分かりやすく集中して勉強することができま
した。自分の苦手なところを先生が分かってくれていたので、より勉強し
やすかったです。

計算日記や漢字日記などを毎日こなしたり、分からないところはどんど
ん聞いたりしたことでできることがどんどん増えて、受験するにあたって
とても役に立ちました。例えば、授業が始まる前にチューターさんに質
問するものを渡しておいて、授業後に少しでも多くの問題を教えてもら
うことです。今まで学んだことは当日とても役に立ちました。
Z会の教室に通ってよかったことは、友達と一緒に頑張って勉強できた
ことです。友達と騒ぎすぎて先生に注意されたことも今となってはよい
思い出として残っています。

Ｚ会京大進学教室 中学受験コース

難関国私立クラス

国私立問わず中学受験に必要な力を継続的に伸ば
していくためのクラスです。添削も交えた指導で、受
験で求められる記述力・思考力の礎を築きます。

 大阪教育大学附属平野中学校 合格　Y・Yさん

 富田林中学校 合格　K・Tさん

国語・算数  小 5

国語・算数・理科  小 6

合格者の
声

合格者の
声



西宮北口教室
主な

ターゲット校
私立中学 灘、甲陽学院、洛南、神戸女学院、六甲学院、高槻、神戸海星女子、甲南女子
国立中学 神戸大学附属、大教大附属池田（内部進学を含む）

受験に必要な教科を
難関国私立クラスでご受講ください。 志望校や学習状況に応じて、一緒にご受講ください。

オプション講座

小4 難関国私立クラス 国 語  算 数   各90分 毎週土曜日開講

小5
難関国私立クラス 国 語  算 数  理 科 各90分 毎週土曜日開講

難関国私立特設 算 数 実 戦  120分 毎週木曜日開講

小6

難関国私立クラス 国 語  算 数  理 科 各90分 毎週土曜日開講

難関国私立特設
算 数 実 戦  

各120分
毎週火曜日開講

算 数 特 訓  毎週金曜日開講

神戸大学附属特設 2期 適 性 検 査    120分 毎週水曜日開講

講座一覧

講座紹介

Ｚ会京大進学教室 中学受験コース

難関国私立クラス

国私立問わず、中学受験に必要な力を継続的に伸ばし
ていくためのクラスです。添削も交えた指導で、受験で
求められる記述力・思考力の礎を築きます。

Ｚ会は、神戸大学附属中等教育学校  
独自の適性検査に対応しています。

神戸大学附属中等教育学校は、通常の入試である学力検
査とは異なる「適性検査」という入試を課しています。そこ
では、教科知識や処理能力に加え、教科の枠を超えた思考
力・記述力が試されます。そのためＺ会では、難関国私立
クラスで３教科の力を鍛えながら、小６秋からの神戸大学
附属特設［適性検査］で思考力・記述力を完成させるとい
うカリキュラムを採用しています。

難関国私立特設　

合否を左右する算数の得点力を高めるためのオプション講座
です。「算数実戦」では、発展内容を演習＋解説のスタイルで
進め、入試本番で算数を得点源にすることを目指します。

「算数特訓」では、知識や解法を丁寧に確認しながら中学受験
算数を体系的に学ぶことが出来るので、カリキュラムに遅れ
や欠けのある方、苦手意識が強い方におすすめです。いずれ
も難関国私立クラスの「算数」と同時受講することで、より効
果的に取り組むことが出来ます。

神戸大学附属特設　適性検査 小 6

神戸大学附属中等教育学校の入試で採用されている「適性
検査」は、正確な知識だけでなく、それを他人に伝えたり、自分
の意見を述べたりする記述力が求められる検査です。蓄えて
きた知識をどのような形でアウトプットするか、入試直前期に
集中して完成させます。

＋αの受講が

オススメ！

算数実戦  小 5

算数実戦・算数特訓  小 6

国語・算数  小 4

国語・算数・理科  小 5  小 6



小4 難関国私立クラス 土曜
国語 13：45～15：15
算数 15：30～17：00

小5
難関国私立クラス 土曜

国語 11：30～13：00
算数 13：45～15：15
理科 15：30～17：00

難関国私立特設 木曜 算数実戦 17：30～19：30

小6

難関国私立クラス 土曜
国語 12：00～13：30
理科 13：45～15：15
算数 15：45～17：15

難関国私立特設
火曜 算数実戦 17：30～19：30
金曜 算数特訓 17：30～19：30

神戸大学附属特設 水曜 適性検査 17：30～19：30

よくある質問

苦手な教科のみ
受講したいのですが、
１講座からの受講は可能ですか。

１講座からの受講も可能ですが、基本
的には入試で必要な科目全てをご受講

いただくことをおすすめしております。セット受講
が難しい場合は、状況に応じて学習法のご提案
をさせていただきますので、ご相談ください。

国立のみを志望している場合、
いつからどのような対策を
始めればよいですか。

出来るだけ早く対策を始めましょう。
国立の入試問題は小学校の指導要領

内とはいえ、実際には小学校の勉強だけで対応
できるものではありません。また、国立の入試は
総じて入試日程が遅く、難関私立受験者の併願
先となる場合が多いため、高倍率・高得点の争い
になります。以上の理由により、ライバルとなる
難関私立受験者と変わらない勉強の質と量が
求められます。

通信教育との併用は可能ですか。

可能です。通信教育とは異なる塾専用
教材を用いているため、内容が重複す

ることはありません。たとえば理科・社会に関し
て、入試科目で利用するか迷っている…という
ことであれば、通信教育を受講することで、ある
程度負担を抑えつつ受験校の選択肢が広がり
ます。

授業についていくことが
難しい場合、
どうすればよいですか。

解けない問題がいくつかある…という
のであれば、まずは先生やチューターに

質問してみてください。そこで解決できなかった
り、特定の単元の補充が必要であったりする場
合、学生講師による個別指導（小4・小5のみ）が
おすすめです。スタッフより、詳しいご案内をさせ
ていただきます。

Q.

Q.

Q.

Q.

A.

A.

A.

A.

時間割

私は、得意・不得意の差がとても激しく、苦手な分野の単元を時間がある
ときに勉強しました。私が特に頑張ったのは、暗記ものです。父と一緒に
覚えたり、紙に要点を書いてその一部をかくしながら読んで覚えたので、
だいぶ知識が増えていました。そのことで自信がつき、勉強が少し楽しく
なりました。
私は小5の9月から本格的に受験勉強を始めました。最初は「宿題が提出
できればいいかな」という軽い気持ちでいましたが、小6になると、自分と
みんなの差がわかるようになりました。そのことで私は「負けたくない」と
思い、積極的に勉強しました。

私は、Ｚ会に入ったときから、算数が苦手でした。だから、わからない問題
が出てくるとすぐに質問するようにしました。質問し終わったあとは教え
てもらったことを自分で紙にまとめてみたり、解きなおしをしたりして、な
るべく早くその苦手な問題を自分のものにできるようにしました。
チューターさんにも先生にも、分からない問題があればすぐに質問でき
る環境が身近にあったことや、国語辞典などを借りることができたのが
良かったです。友達ともすぐに仲良くなれたし、確認テストの点数できそ
い合いながら、切磋琢磨できるような仲間だったので、「自分もがんばら
ないと。」と思えるような環境でした。

合格者の
声

合格者の
声

 神戸大学附属中等教育学校 合格　M・Tさん

 神戸大学附属中等教育学校 合格　A・Nさん



2020年度 本科 受講料

1 「Ｚ会の教室」の本科（通年の授業）を受講されたことのある方。→  入会金を全額（17,000円）免除いたします。
2 Ｚ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）を受講されたことのある方。
　  →  入会金を全額（17,000円）免除いたします。
3 ご兄弟・ご姉妹の方が、「Ｚ会の教室」の本科（通年の授業）を受講されたことのある方。→  入会金を10,000円控除いたします。
4 「Ｚ会の通信教育」を受講されたことのある方。→  入会金を15,000円といたします。
5 「Ｚ会の教室」の講習、Ｚ会グループ各塾（栄光ゼミナール・増田塾など）の講習を受講されたことのある方。
　  →   入会金を15,000円といたします。
＊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。

17,000円 
「Ｚ会の教室」の本科（通年の授業）に新規で入会
される方は、入会金をお支払いください（再入会
の際は、入会金は不要です）。右記1～5に該当
する方は、入会金を免除、または一部控除いたし
ますので、お申し込み時にお申し出ください。

●サポート費 （サポート費には、補助教材費、定着演習費、模試受験料が含まれます。）

●受講料 ※受講ターム途中での講座変更・解約は承れません。

※「難関国私立特設」1講座のみの受講料 … 小5：17,600円（4回分）・8800円（2回分）／ 小6：18,600円（4回分）・9300円（2回分）
※受講料欄は複数講座割引後の金額となります。

月額
ご請求月 2～8月 9～1月 ※1月は小4・5のみ

小4・小5 2,900 2,900 
小6 4,100 9,100 

受講料（円／税込）

入会金（税込）

各月のご請求金額 受講料

セット受講がおすすめ！ ２教科以上ご受講の場合は、複数講座割引が適用されます。割引額は上記の受講料表の複数講座割引額をご確認ください。

＋＝ サポート費

本科0期 Aターム 2月 1日（土）

本科1期
Aターム 3月 21日（土）／ 4月   8日（水）
Bターム 5月 2日（土）
Cターム 5月 30日（土）

本科2期
Aターム 8月 22日（土）／ 8月 29日（土）
Bターム 9月 26日（土）
Cターム 10月 24日（土）

本科3期 Aターム 1月 6日（水）

ご入会前に、必ず「入会テスト」をご受験ください。

入会テスト 無 料  要申込

◎出題範囲は、ご入会時までに各講座で履修している単元までとなります。
◎外部模試の成績でも入会の可否を判定できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
◎右記日程でのご受験が難しい場合は、各教室のお電話・窓口にてご相談ください。

小4   国語・算数  14：30～16：00
小5  小6   国語・算数・理科  14：30～17：05

期・ターム

本科1期 Aターム（4月）
　　　　 Bターム（5月） 
本科2期 Aターム（ 9月）
　　　　 Bターム（10月） 
本科3期 Aターム（1月）（小4・5）

本科0期 Aターム （2・3月）

本科1期 Cターム （6・7月）

本科2期 Cターム （11・12月）

各タームの授業回数 4回 6回
ご請求月 4月・5月・9月・10月・1月 2月・6月・11月（4回分） 3月・7月・12月（2回分）
学年 クラス 教科 受講料 複数講座割引額 受講料 複数講座割引額 受講料 複数講座割引額

小4 難関国私立
クラス

国または算 13,200 — 13,200 — 6,600 —
国・算セット受講 25,900 −500 25,900 −500 13,000 −200 

小5
難関国私立
クラス

国・算・理のうち１教科 13,200 — 13,200 — 6,600 —
国・算・理のうち２教科 25,900 −500 25,900 −500 13,000 −200 
国・算・理セット受講 35,600 −4,000 35,600 −4,000 17,800 −2,000 

難関国私立特設 国・算・理セット ＋ 特設算数（算数実戦） 47,700 −9,500 47,700 −9,500 23,900 −4,700 

小6

難関国私立
クラス

国・算・理のうち１教科 14,300 — 14,300 — 7,100 —
国・算・理のうち２教科 28,100 −500 28,100 −500 14,000 −200 
国・算・理セット受講 38,900 −4,000 38,900 −4,000 19,300 −2,000 

難関国私立特設

国・算・理セット ＋ 
特設算数（算数実戦 or 算数特訓） 52,000 −9,500 52,000 −9,500 25,900 −4,700 

国・算・理セット ＋ 
特設算数 ＋ 神大附属特設（本科2期） 64,100 −16,000 64,100 −16,000 31,900 −8,000 



最高の教育で、
未来をひらく。
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※ 口座引落の手続が完了するまでは、払込用紙を送付します。
　コンビニエンスストア・郵便局より、納入期限までにお振込みください。
※ すでにＺ会の口座引落をご利用の場合は、「預金口座振替依頼書」のご提出は必要ありません。

各教室の お電話 ・ 窓口 いずれかの方法でお申し込みください。

申込後１週間以内にお送りします。１週間経っても届かない場合はご連絡ください。

ご入会をお考えの方は、お申し込みに先だって、実際の授業を体験することをおすすめします。
体験授業期間 ： 各期のAターム および B・Cタームの第1週目

※事前に入会テストをご受験ください。 ※体験はご本人様対象で、年度内の1講座につき1回とさせていただきます。

本科講座は毎月27日に口座引落になります。
「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、教室窓口にご提出ください。

● 集団授業の講座の追加・変更は、定員に達していない講座に限り、タームごとに可能です。ターム
の途中では、講座の追加・変更・キャンセルはできませんので、予めご了承ください。

● 個別指導（小4・小5のみ）は、ご希望をお伺いの上、講師の調整をさせていただきます。お申し込み
時にご希望の曜日・時間帯、科目、講師をお知らせください。

● 中途解約などに関しましては、特定商取引法の規定に従って対応させていただきます。
● 詳しくは、申込登録完了後にご送付する手続書類をご覧ください。

お申し込み方法

Z会の通信教育のお問い合わせは
通話料無料 0120-79-8739

10：00～20：00 （月曜日～土曜日）
※年末年始を除く

西宮北口教室
TEL .0798－69－0615
〒662-0832　
西宮市甲風園1-2-1甲風園阪急ビル4F
●阪急神戸線・今津線西宮北口駅（北改札口）直結

最新情報はWebサイトで！

［休室日：日曜日］ ［休室日：月曜日］Z会京大進学教室
（中学受験コース）

手続書類の発送

受講料のお支払い

お申し込み上の
注意点

Z会京大進学教室 小学生 検 索

Z会のニセモノにご注意ください個人情報の取り扱いについて

Ｚ会の名をかたって、電話等での模試・家庭教師・教材購入等の勧誘や架空の請求
を行っている業者があります。Ｚ会に関連する不審な勧誘がありましたら、応じる
前に各お客様センターへお問い合わせください。なお、Ｚ会グループおよび業務
提携先については、下記Webサイトをご覧ください。Ｚ会グループおよび業務提
携先 https://www.zkai.co.jp/home/corporate/profi le/

14：00～21：00 ※日曜・休室日を除く 14：00～21：00 ※木曜日・休室日を除く

梅田／上本町／京都／神戸三宮／西宮北口 梅田／上本町／京都／神戸三宮／西宮北口
通話料無料０１２０－797－808 通話料無料 ０１２０－797－807

中高一貫に通う中学生・高校生 高校受験をめざす小学生・中学生

Ｚ会京大進学教室 Ｚ会進学教室

〔 教室窓口受付時間 〕
14：00 ～ 21：00  ※休室日を除く

www.zkai.co.jp/juku/shogaku-km/

Ｚ会グループ企業は、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（https://www.
zkai.co.jp/home/policy/educe/）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）。

上本町教室
TEL .06－6763－2870
〒542-0062　
大阪市中央区上本町西5-3-5上六Fビル8F
●近鉄大阪上本町駅（⑧出口）より徒歩すぐ
●地下鉄谷町線・千日前線谷町九丁目駅より徒歩3分
●上本町6交差点北西角


