
大学受験 東大・医学部・難関大

Z会進学教室 ラボラトリ三島

年度

三島

期間：2019年12月1日～2020年2月29日2019

高校生

冬期講習

ZG19KH1

冬 期 講 習 開 講
12 1 日 2 29 土

は休室（ ）12 /31   、1/1   、1 /2   、1 /3  火 水 金木



数学α
英語
国語

15：50～17：10
17：20～18：40

数学β
※数学αとβの同時受講はできません。

３日間の「分野別演習」で、苦手を残さない！
１人では対策しづらい分野をまとめて対策しよう！

集団授業 登録料
2,000円
「Ｚ会の教室」の本科・講習及び「Ｚ会の通信教育」を
受講したことがない方は、登録料をお支払いください。

高1生 2学期復習講座 80分授業 × 3日間

高2生 受験勉強スタート講座 80分授業 × 3日間

1科目
3科目セット

10,200円
28,600円

1科目
2科目セット

10,200円
19,400円

受講料（税込）

受講料（税込）

英語 読解につなぐ「英文法」～関係詞・仮定法・比較～
基本ルールの確認から実際の文章への応用に力を入れます。

国語 「古典文法」高速マスター
正確な現代語訳に必要不可欠な古典文法の重要事項を総整理します。

数学β 「場合の数と確率」の解法チェック ［標準レベル］
確率の理解に必要な「パターン」を重点的に指導し、基礎を完成させます。

数学α 「数学ⅠＡ」発展総合演習 ［ハイレベル］
２次関数と確率の融合など、入試問題レベルへのアプローチを研究します。

12/28（土）～12/30（月）

英語
理系数学
数学

12：50～14：10

14：20～15：40

※理系数学と数学の同時受講はできません。

12/28（土）～12/30（月）英語 英文の「構造」をとらえる
単語はわかるのに訳せない。そんなあなたに「構造」の視点を授けます。

※Z会の書籍「ハイスコア」シリーズを使用します。テキスト代は受講料に含みます。

国語
数学
英語

15：50～17：50
17：55～19：55
20：00～22：00

国語
数学
英語

16：20～18：00
18：10～19：20
19：30～21：30

※１科目からの受講が可能です。

12/28（土）～12/30（月）初めての「大学入学共通テスト」に勝つためのエッセンスを凝縮！
特に変更が大きい英語、数学ⅠA、現代文への対応力を固めよう。

英語 筆記 数学 数学ⅠA 国語 現代文

12/22（日）

4,000円受講料（税込）

※テスト終了後に自己採点を行います。

※登録料は、免除します。

高2生対象 Z会「大学入学共通テスト」チャレンジ

18：50～20：10
20：20～21：40

先着順！
申し込みは
お早めに！

「大学入学共通テスト」では、数学・国語で記述式問題が導入されるだけでなく、
マーク式の問題においても思考力・表現力・判断力を図る問題が出題されるため、
これまでのセンター試験よりもレベルの高い対策が求められます。
この講座では、単なる形式対応ではなく、出題意図まで踏み込んだ対策を伝授します。

開講科目

※３科目セット受講となります。
※テスト後に、映像授業による解説講義をご自宅で視聴できます。
※第２回は1/19（日）、第３回は3/29（日）の実施を予定しています。

英語 筆記・リスニング 数学 数学ⅠA 国語 現代文・古文・漢文開講科目

数学 式の意味を考える「数列」（数学B）
Σや漸化式の意味を解説。式の仕組みを理解して、解答力を磨きます。

理系数学 数列の極限（数学Ⅲ）
旧帝大・早慶に向けた高2からの数学Ⅲ対策を伝授します。

ハイレベル

Ｚ会では、高２のうちに対応力を固めるべき英語、数学ⅠＡ、国語について、
全３回の予想問題テストゼミを開講します（各回ごとに申込可）。
本番と同じ時間をかけて予想問題に取り組み、今後の課題を見つけましょう！

1科目
2科目

12,300円
24,100円

3科目 33,900円

受講料（税込）

第1回

高2生 120分授業 × 3日間ハイスコア直結！！ Ｚ会「大学入学共通テスト」対策講座

NEW



高3生 センター試験直前対策講座 80分授業 × 3日間

※Ｚ会の通信教育「専科 センター攻略演習セット」をご受講の方は内容が重複します。

物理
国語
数学

9：30～10：50
11：00～12：20
12：50～14：10

化学 14：20～15：40
英語 15：50～17：10

1科目 10,200円
受講料（税込）

※２科目めから1,000円割引！

12/28（土）～12/30（月）センター直前の弱点克服で、「＋10点」を目指す！
英語 第3問（不要文の指摘・会話文）、第4問（グラフ問題）ほか

数学 集合と論理、データ分析、三角・指数・対数関数

国語 総合演習（評論＋小説＋古文＋漢文）

物理 剛体とモーメント・単振動・電場と磁場ほか

化学 無機・有機の知識総整理

高１生・高２生

文系・理系問わず、学習アドバイザーに気軽に質問できる
「個別対応」がＺ会の映像コースの魅力です。

映像個別対応 登録料
2,000円
「Ｚ会の教室」の本科・講習及び「Ｚ会の通信教育」を
受講したことがない方は、登録料をお支払いください。

映像個別対応コースで実力が伸びる3つの理由

「Ｚ会東大進学教室」の
精鋭講師の授業

首都圏難関高校で支持を集める

学習アドバイザーによる
個別対応

教科指導・学習相談に応じる

教室でも自宅でも、
自由に選べる学習時間

部活で忙しい高校生にぴったり！1 2 3

高３生

※化学基礎・生物基礎・地学基礎・政治経済・倫理・現代社会は、センター対策講座のみ

小論文英語 国語数学

物理 化学 生物 生物基礎化学基礎 地学基礎

世界史 日本史 地理 政治・経済 倫理 現代社会

Ｚ会の映像授業の全講座が見放題！
今のキミに必要な講座を自由に視聴できます。

現行入試最後の世代の高３生。「絶対に今年で決めたい！」というキミを
応援する映像見放題パックを、センター対策や個別試験対策に活用しよう！

スタッフが初日にコンサルテーション。
あなたの志望大学や得意・苦手をふまえて、「個別カリキュラム」を作成。
Ｚ会の映像の全授業の中から最適な授業をご提案します。

ご注意
・教室のタブレットに限りがございますので、混雑時にはいったんお待ちいただく場合がございます。
・インターネット環境があれば、映像授業をご自宅で視聴することも可能です。

英語 数学 国語
開講科目

高1生

高2生 英語 数学 国語 物理 化学 生物 世界史 日本史 地理

早期開講!

※休室日（12/31～1/3）を除く
※いずれの期間も１６日間です

選べる視聴期間
のどちらかの期間からお選びください。A B

12/1（日）～12/16（月）A

12/17（火）～1/5（日）B

教室の開室時間内はいつでも受講可

20,000円受講料（税込）

12/1（日）～2/29（土）
早期開講! & 期間延長!

教室の開室時間内はいつでも受講可

※休室日（12/31～1/3）を除く

50,000円受講料（税込）

16日間 映像見放題パック

受験生応援 映像見放題パック

開講科目



お預かりした情報は、Ｚ会グループ企業の商品・サービス・催事等のご案内にのみ利用し、それ以外の目的では使用しません。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/info/educe_policy.html）に掲載しています。

個人情報の取り扱いについて

冬休みにZ会の先生をひとりじめ！
完全１対１だから、復習から先取りまで自由自在。

先着順！
申し込みは
お早めに！

１対１個別指導 登録料
2,000円
「Ｚ会の教室」の本科・講習及び「Ｚ会の通信教育」を
受講したことがない方は、登録料をお支払いください。

全学年 完全１対１個別指導講座 75分授業 × 3日間

〒411-0033  静岡県三島市文教町1-9- 11 Ｚ会文教町ビル3F
三島駅北口徒歩１分

ロータリー

東レ三島工場

日本大学
国際関係学部
三島駅北口校舎

伊豆箱根鉄道
東海道本線

東海道新幹線 至東京至静岡 北口

南口
JR三島駅

文教町
ビル

Z会

お申し込み・お問い合わせZ会進学教室 ラボラトリ三島

期間・時間帯をお選びください
12/25（水）～1/5（日）

受講料（税込）

1講座
2講座

18,300円
35,600円

3講座 52,900円

高１生・高２生

1講座
2講座

19,400円
37,800円

3講座 56,200円

高3生

英語 国語 物理 化学 生物

化学基礎物理基礎

文系数学 理系数学開講科目

生物基礎 世界史 日本史 小論文

※特に取り組みたい分野等ご希望がありましたら、お申し込み時にお知らせください。

「Ｚ会の教室」の講習・特講を初めて受講される方は、登録料を
お支払いください。下記①～③に該当する方は登録料不要で
すので、お申し込み時にお申し出ください。

①「Ｚ会の教室」の本科（通年の授業）・講習・特講を受講されたことのある方。

②「Ｚ会の通信教育」を受講されたことのある方。

③ 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）・講習
を受講されたことのある方。

※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。

※映像個別対応コースは、12月1日（日）以降の解約・削減はできません。
※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。

登録料（税込） 2,000円

本科のご案内 ●冬期講習をご受講のうえ12・1月度の本科にお申し込みの方は、入会金5,000円割引！
●集団授業コース・映像個別対応コースの無料体験を受け付けています。

Ｚ会進学教室ラボラトリ三島の本科生は、受講料が割引になり
ます。詳しくは、別途配布するご案内をご覧ください。

本科生料金

お申し込みの解約・講座の削減を希望される場合は、受講料
のご入金前にご連絡ください。冬期講習開講後【12月25日
（水）以降※】の解約・削減はできません。その場合は、お申し込
みいただいた講座の受講料を申し受けます。

確認事項 ※お申し込み前にご確認ください。

0120-1039-12通話料無料

月曜日～土曜日 13:00～20:00

検索ラボラトリ三島 

月曜日～土曜日 13:00～21:30
日曜日 13:00～19:00

お電話

webサイト

教室窓口
受付時間

＊期間によって選べる時間帯が異なります。

期間・時間帯は下記からお選びください。

9:30～10:451 11:00～12:152 12:50～14:053 14:20～15:354

15:50～17:055

12/25（水）～12/27（金）
〈 3日間 〉

9:30～10:451 11:00～12:152 12:50～14:053 14:20～15:354

15:50～17:055 17:20～18:356 18:50～20:057 20:20～21:358

12/28（土）～12/30（月）
〈 3日間 〉

10:00～11:559 12:40～14:3510 14:50～16:4511 17:00～18:5512
1/4（土）～1/5（日）
〈 2日間 〉

開講期間 時間帯*

1

2

3

1 2 115分授業 × 2日間3

※期間・時間帯の設定は先着順です。お早めにお申し込
みください。
※授業の振替はできませんので、あらかじめご了承ください。


