
直前大学別実戦
2021年度

予想問題で本番直前のリハーサル！

開講講座

●「国公立大医学部面接ゼミ」も実施！ 

Z会東大進学教室

21MT25

前
期
対
策

東大前期対策実戦講座ZJA ZJB 理系 文系

東工大前期対策実戦講座ZFA

一橋大前期対策実戦講座ZFB

東外大前期対策実戦講座ZG

東外大世界史論述対策講座ZXW

東京大学 東京工業大学 一橋大学 東京外国語大学

2022年1月17日（月）～2月6日（日） 10月25日（月）申込受付開始

高３生
受験生

大学受験
Web申込可

要申込 有 料

例年大好評の大学別の直前予想問題演習と解説授業による最終チェックで、合格は目の前です。

東大前期対
策実戦講座

 は、

ご自宅（オン
ライン映像授

業）

での受講も可
能！

Z会東大進学教室
東大・医学部・難関大受験

Ｚ会東大進学教室　高校 検索

御茶ノ水教室  TEL.03‐5296‐2828
新宿教室　TEL. 03‐5304‐2828

窓口受付時間 14：00～21：00（月曜日～土曜日）  ※休室日［葛西教室は木曜日、池袋教室は月曜日、横浜教室は火曜日］を除く

渋谷教室　 TEL.03‐5774‐2828
横浜教室※　TEL.045‐313‐2828

葛西教室　 TEL.03‐5878‐0844
池袋教室　 TEL.03‐5985‐2828

※横浜教室は、2021年１１月１０日（水）より移転リニューアル！ 詳細は冬期・直前講習パンフレットまたはWebサイトをご覧ください。



東大前期日程入試を徹底的に分析した予想問題に、本番同様の緊張感をもって本試験と同一時間でチャレンジ。
その後の解説授業を通して、入試直前期の学習ポイントを押さえ、万全の態勢で入試本番に臨みましょう。

●お申し込み時に、受講する理科科目（２科目）をお申し出ください。

東大前期対策実戦講座ZJA 理系

●お申し込み時に、受講する地歴科目（２科目）をお申し出ください。

東大前期対策実戦講座ZJB 文系

①文理別4教科5科目のセット受講（2日間で完結）。
②予想問題演習（本番と同一時間）＋解説授業。
③採点の上、成績表とともに7日程度でご自宅に答案を郵送。

講座の
ポイント

東大前期対策実戦講座ZJA ZJB 2日間理系 文系 ●採点つき

2月  6日（日）

  9:00～10:40

11:00～13:30

14:10～16:10

16:30～19:00

理系国語試験

理系数学試験

理系国語解説

理系数学解説

谷野泰史 講師

清水巨 講師

新宿教室

1月30日（日）

  9:00～11:00

11:20～13:20

14:20～16:50

17:10～18:10

18:30～19:30

中村正寿 講師

坂倉豊年 講師

田中義一 講師

藤田俊忠 講師

新宿教室

2月  6日（日）

  9:00～10:40

11:00～13:30

14:10～16:10

16:30～19:00

文系数学試験

文系国語試験

文系数学解説

文系国語解説

清水巨 講師

谷野泰史 講師

新宿教室

1月30日（日） 新宿教室

  9:00～11:00

11:20～13:20

14:20～16:50

17:10～18:10

18:30～19:30

中村正寿 講師

星征史 講師

根木島正之 講師

星征史 講師

犬丸征一郎 講師

英語試験

英語解説

地歴試験

世界史解説

地理解説

世界史解説

日本史解説

一橋大前期日程入試を徹底的に分析した予想問題に、本番同様の緊
張感をもって本試験と同一時間でチャレンジ。
その後の解説授業を通して、入試直前期の学習ポイントを押さえ、万全
の態勢で入試本番に臨みましょう。

●お申し込み時に、受講する地歴科目をお申し出ください。

講座の
ポイント

①4教科4科目のセット受講（2日間で完結）。
②予想問題演習（本番と同一時間）＋解説授業（120分）。
③「解答冊子（採点基準つき）」で自己採点が可能。

一橋大前期対策実戦講座ZFB 2日間

1月30日（日）

  9:10～11:10

11:30～13:30

14:10～16：10

16:30～18:30

数学試験

数学解説

英語試験

英語解説

平田剛司 講師

柳瀬晃 講師

御茶ノ水教室

2月  6日（日）

10:00～11:40

12:00～14:00

14:３０～16:３０

16：50～18：50

岩間雄志 講師

小嶋駿介 講師

犬丸征一郎 講師

御茶ノ水教室

国語試験

国語解説

地歴試験

世界史解説

日本史解説※地歴は世界史・日本史の選択、地理受験者は問題・解答冊子をお渡しします。

英語試験

英語解説

理科試験

化学解説

物理解説

生物解説

オンライン
映像授業

オンライン
映像授業（採点なし）

も開講

※採点なし。
※オンライン映像授業を希望される方の申込締切日は、2022年2月7日（月）となります。 
※ オンライン映像授業の解説授業配信日や視聴方法については、お申し込み後にご案内します。解説授業の配信は、2022年2月25日（金）までとなります。 
＊ Web質問サービスの対象外です。

東大前期対策実戦講座はオンライン映像授業としても開講します。

共通テストが終わってから個別試験までは40日間くらいありますが、その40日間高いモチベーションを維持
し続けるのは想像以上に大変ですので（実際私はとても苦労しました）、学校や塾を有効活用して、たまには友
達に会うなど上手に気分転換することをおすすめします。
一橋大社会学部合格 H.K.さん （一橋大前期対策実戦講座受講）

＼先輩から
のアドバイ

ス／



東工大前期日程入試を徹底的に分析した予想問題に、本番同様の緊
張感をもって本試験と同一時間でチャレンジ。
その後の解説授業を通して、入試直前期の学習ポイントを押さえ、万全
の態勢で入試本番に臨みましょう。

①3教科4科目のセット受講（2日間で完結）。
②予想問題演習（本番と同一時間）＋解説授業。
③「解答冊子（採点基準つき）」で自己採点が可能。

講座の
ポイント

東工大前期対策実戦講座ZFA 2日間

1月 23日（日）

10:00～13:00

13:40～16:10

16:30～18:00

18:20～20:20

数学試験

数学解説

英語試験

英語解説

平田剛司 講師

中村正寿 講師

御茶ノ水教室

1月30日（日）

12:30～14:30

14:50～16:50

17:10～19:10

19:30～21:30

物理試験

物理解説

化学試験

化学解説

田中義一 講師

坂倉豊年 講師

御茶ノ水教室

過去問から厳選した東外大世界史の頻出テーマ・形式をそなえた論述問
題を解き、得点差が出やすい論述問題で確実に得点できる力を養いま
す。出題傾向や頻出分野、解答の書き方などにも触れます。

東外大世界史論述対策講座ZXW ２日間

講座の
ポイント

「答案作成+解説講義」のテストゼミ形式。
 1日180分×2日間で対策。 1月17日（月） 渋谷教室 16:30～19:30 

演習・解説 荒巻豊志 講師
1月19日（水） 渋谷教室 16:30～19:30

東外大前期日程入試を徹底的に分析した予想問題にチャレンジ。その後
の解説授業を通して、入試直前期の学習ポイントを押さえ、ライバル達と切
磋琢磨できます。一人では学習しづらい東外大独自の対策ができる、ま
たとないチャンスです。

●お申し込み時に、受講する地歴（世界史・日本史）科目をお申し出ください。

講座の
ポイント

①英語・世界史または日本史のセット受講（2日間で完結）。
②問題演習（本番と同一時間）＋
　解説授業（英語180分、世界史・日本史120分）。

東外大前期対策実戦講座ZG 2日間

17:50～19:50

 16:30～17:30 　世界史/日本史試験 

  世界史解説 　荒巻豊志 講師

  日本史解説 　犬丸征一郎 講師

 13:40～16:40 英語試験 

 17:00～20:00 英語解説 　鈴木正人 講師

 1月23日（日） 渋谷教室

 1月30日（日） 渋谷教室

●採点つき

＊理科、地歴は予想問題（試験）のみとなります。解説授業はございません。◎阪大対策、神大前期対策も実施しています。

詳細・お申し込み
はコチラ

文系  英語・数学・国語・地歴
理系  英語・数学・国語・理科

錬成ゼミファイナル

本番に則した
予想問題

答案は採点して
ご返却

精鋭講師陣による
解説授業＊

京大対策 （自宅受講）

京大志望の方におすすめ！
自宅で
受講可能

【関西圏】 Z会京大進学教室 



Z会の個人情報の取り扱いについて

2021年度 直前大学別実戦 受講料（税込）

講座名 受講料 現本科生受講料

19,800 円 19,300 円

14,300 円

19,300 円

19,300 円

14,800 円

19,800 円 19,300 円

14,300 円14,800 円

19,800 円

19,800 円

17,900 円17,900 円 17,400 円

11,900 円 11,400 円

●国公立大医学部面接ゼミ
一人ではなかなか効果的な対策がしにくい医学部の面接の対策講座です。
講義（動画にて事前配信）では、面接での振舞い方、想定される質問への回答方法、重要キーワード等
を確認します。模擬面接では志望校で想定される質問を行い、その回答についてフィードバックします。

渋谷教室にて実施！

実施
内容

国公立大学（東大・東医歯大・千葉大・筑波大・横市大等）の
医学部医学科出願者　
※面接が課される私立大医学部志望の方もお申し込みいただけます。

対象

1日完結！

直前大学別実戦
申込方法

①Webサイト・お電話・教室窓口にてお申し込みください。
②登録講座確認票・手続方法などの書類をお送りいたします。
③登録講座を確認票で確認し、手続方法に従って受講料をご送金ください。

※｢現本科生｣とは、Z会の教室2021年度本科にご通会している方です。

※「Z会の教室」の講習・特講を初めて受講される方は、登録料（2,000円）が必要な場合があります。Webでお申し込みの場合、登録料は免除します。
※受講料には教材費も含みます。　  ※複数講座割引の適用はありません。  ※テキストの事前交付はありません。

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/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）

10月25日（月）申込受付開始

東大前期対策実戦講座 
クラス授業 ZJA

オンライン VZJA

クラス授業 ZJB

オンライン VZJB

理系

東大前期対策実戦講座 

東工大前期対策実戦講座 ZFA

一橋大前期対策実戦講座 ZFB

東外大前期対策実戦講座 ZG

東外大世界史論述対策講座 ZXW

文系

※教材（教室実施をお申し込みの場合）は、授業時に配付します。
※オンライン映像授業の解説授業配信日・視聴方法などについては、お申し込み後にご案内します。

1月23日(日) 渋谷教室 13:00～17:00＊

※申込多数の場合は、模擬面接は別日での実施となります。

＊模擬面接は13:00～17:00の中で時間帯を区切り、
　１名につき、30分間ずつ行います。
＊お申し込みいただいた方から先着順で、お電話または
　メールにて時間帯調整の連絡をさせていただきます。

◇講義の配信日・視聴方法については
お申し込み後にご案内します。
※お申し込み後に動画視聴用URLをメールにて配信
します。
※動画視聴期間 ： 1/17（月）～3/31（木）
※定員に達し次第、申込受付を締め切らせていただ
きます。
※「Z会の教室」の講習・特講を初めて受講される方は、登
録料（2,000円）が必要な場合があります。
   Webでお申し込みの場合、登録料は免除します。


