
Ｚ会進学教室のご紹介_小6本科 

2021年度

1



2

Ｚ会進学教室 

小6本科通年コース 

４月開講 



指導理念 

「高校受験を通じて人間として成長する」 

私たちＺ会進学教室は、1985年の創立以来30年以上にわたって、生徒の皆さんの  
「自ら考え、解決し、表現できる力」を養い、数多くの生徒たちを「第一志望校合格」に  
導いてきました。生徒の皆さんが志望校に合格すること、それは、私たちにとっても大きな喜びです。  
しかしながら、私たちは、テストの得点力をつけること、  
志望校に合格することだけが目的だとは考えていません。  
 

「受験という経験を通じて、人間として成長し、 
　　　　　　　　　　将来社会で活躍できる人材になっていく」 
 
そのような生徒を育てていきたい、それが私たちＺ会進学教室の強い「思い」です。  
受験を通じて人間として成長するためには、  
早いうちから学習に対する正しい姿勢を身に付ける必要があります。  
「基礎学力を大切にする姿勢」「誤りを明日に持ち越さない姿勢」「学習計画に沿って勉強する姿勢」。  
私たちは、生徒一人ひとりの特性に配慮した指導を通じて、これらの姿勢を育んでいきます。  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３つの姿勢 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５つの指導方針 

「自ら考え、解決し、表現できる力」を養う 
 
　１ 書くことを重視し、記述力を高める 
　２ 量より質を重視し、思考力を高める 
　３ やり直しを重視し、基礎学力を高める 
　４ 自主性・自学力を養成する 
　５ 難関高校、難関大学を目指した学力を育成する 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合格力養成システム 

教材 

Ｚ会進学教室の魅力　1 

市販では入手できない塾専用教材 

難関高校受験に完全対応の 
「質の高い」 

本科授業 
季節講習など 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合格力養成システム 

　5教科の学習に対応　理科も社会も！ 

Ｚ会進学教室の魅力　2 

難関高校受験は、 
内申も入試本番も5教科のバランスが要 
 
低学年から盤石安定の高い学力を 
身に着けるため5教科受講をお勧めします 
 
中学生：英数国3教科から受講可 
小6生：1教科から受講可 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サポートシステム  

Ｚ会進学教室の魅力　3 

・質問学習時間 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・PDCAノート 

・キッズセキュリティシステム 

・欠席授業のオンライン映像授業への振替 



特別企画 

Ｚ会進学教室の魅力　4　　映像でも配信！ 

校長、入試担当の先生から学校の魅力を直接聴ける！ 

学校講演会 
学習のやり方がわかる！学習の意欲がアップする！

学習法イベント 
 最新の入試情報、出題傾向がわかる！ 

入試情報イベント 
学習状況が把握できる！ 

塾内テスト・個別面談・保護者会 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授業スタイル 

教室授業 

必要に応じて受講できる様々な授業スタイル！ 

・教室の最もオーソドックスな受講スタイル 
 
・一人ひとりに目が届く少人数制集団授業 
 
・個々に勉強法のアドバイスと適切な記述指導 
 
・講師やチューターに質問をすることで、 
　疑問点もすぐに解決 
 
・授業が欠席となった場合は 
　ご自宅でオンライン映像授業にて振替可能 

10



授業スタイル 

必要に応じて受講できる様々な授業スタイル！ 

・自分のペースで配信期間中 
　何度でもご自宅で繰り返しご視聴可能 
 
・「教室授業」と同一のテキスト・カリキュラム 
 
・来校の必要がないため、時間を有効活用 
 
・全ての講座をオンライン映像でご受講の方は 
　オンライン映像特別受講料を適用 

オンライン映像授業  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オンライン映像授業 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みなさんの自宅が教室に！ 

オンライン映像授業 

授業はVimeoから週1回のペースで 
配信いたします。 
ご自宅のPC、またはタブレットから 
指定のURLにご入室ください。 
授業へはイヤホンを付けてご受講ください。 



コース紹介 

小６本科　(中学受験をしない方対象）  

■開講科目 
　　英語・算数（数学）・国語・理科・社会　１科目から受講可 

■開講月度 
　　全科目 4月～2月 

■授業時間 
　　英語・算数（数学） 各80分 
　　国語    80分 
　　理科・社会 各40分 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■授業スタイル 
　　・英語/算数（数学） /国語 
　　　├　教室授業 
　　　└　オンライン映像授業 
　 
　　・理科/社会 
　　　└　オンライン映像授業 

・学校レベル以上に挑戦  ・中学内容の学習にも挑戦  ・質の高い学習習慣 



コース紹介 

小６本科　(中学受験をしない方対象）  

～指導テーマ～ 
 
 

「小学校では学べない小学6年生単元の深掘り」 
　　 

「中学入学前に中学1年生単元の先取り」 
 

「全ての力のもととなる知識の習得」 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コース紹介 

小６本科　(中学受験をしない方対象）  

～指導内容～ 
 
　英語： 体系だった英文法学習基本とした「書ける」「読める」「聴ける」実力の養成 
 

　算数： 小6単元の深掘り、中1単元の先取り 
　　　　　　　正負の数、文字式、一次方程式の文章題まで 

 

　国語： 小6単元の深掘り、中1単元の先取り 
　　　　　　　現代文の読解を中心に、記述問題に強くなり、中学初級古文も実施、漢字は中学受験レベルにチャレンジ 

 

　理科・社会： 小学校で学習する基礎～中学入学後にも通用する知識の習得 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小6単元の応用・発展内容が中学入学後のスムーズな流れを創り出す 



教室紹介 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梅田 

上本町 

京都 神戸三宮 

西宮北口  西大寺 



教室紹介 

梅田教室 

ターゲット高校 
　灘・東大寺・西大和・洛南・大教大附池田　など 
　【大阪公立】北野・茨木・大手前・豊中　など 
　【兵庫公立】川西緑台・尼崎稲園　など 

「自ら考え、工夫して身につけた本物の学習スタイルは 
受験合格のためだけでなく、 
その後にも大きく活きていきます。」 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教室紹介 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梅田教室　時間割 



教室紹介 

ターゲット高校 
　灘・東大寺・西大和・洛南・大教大附天王寺、平野など 
　【大阪公立】天王寺・大手前・三国丘など 
　【奈良公立】奈良・畝傍など 

「教科指導を核としつつ、 
講師全員で生徒たちが自分の足で 
歩んでいけるよう個々に応じた指導をします。」 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上本町教室 



教室紹介 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上本町教室　時間割 



教室紹介 

ターゲット高校 
　灘・東大寺・西大和・白陵、岡山白陵　など 
　【兵庫公立】神戸・兵庫・長田 

　　　       姫路西・加古川東・北摂三田など 

「勉強と部活を高い意識で両立できる 
自ら学ぶ姿勢を徹底的に鍛えます。 
合格後も自立して学習できる子どもたちを育てます。」 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神戸三宮教室 



教室紹介 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神戸三宮教室　時間割 



教室紹介 

ターゲット高校 
　灘・東大寺・洛南・西大和・大教大附池田　など 
　【兵庫公立】市立西宮・宝塚北　など 

「最高の講師陣のもと、 
高校合格後を見据えた指導を行っています。 
講義に散りばめられている知識のピースを皆さんの手で 
集めに来てください。」 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西宮北口教室 



教室紹介 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西宮北口教室　時間割 



教室紹介 

ターゲット高校 
　洛南・同志社・立命館・東大寺・灘・京教大附など 
　【京都公立】堀川・嵯峨野・西京・桃山・洛北など 
　【滋賀公立】膳所・彦根東・石山など 

「学ぶことの楽しさ、厳しさ、難しさを知り、 
難しいことをやり遂げたときの楽しさを経験することで 
何事にも挑戦できる生徒を育成します。」 

京都教室 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教室紹介 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京都教室　時間割 



教室紹介 

ターゲット高校 
　灘・東大寺・洛南・西大和・京教大附　など 
　【奈良公立】奈良・畝傍、郡山　など 
　【京都公立】堀川・嵯峨野・西京・南陽など 
 

「『受験を通して、人間として成長できること』を意識して 
指導していきます。そして学問の本質を追求し、 
学ぶ楽しさを感じてほしいと考えています。」 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西大寺教室 



教室紹介 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西大寺教室　時間割 



月々のお支払い　※詳細はパンフレットをごらんください 

受講料＋教材費＋指導関連費＝月々の総額　　毎月定額制※講習期間を除く 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教室授業（税込） 

 
　2科目　受講料\14,800　教材費\1,500　指導関連費\2,000　総額\18,300 
　3科目　受講料\21,800　教材費\2,000　指導関連費\2,000　総額\25,800 
　4科目　受講料\24,300　教材費\2,500　指導関連費\2,000　総額\28,800 
　5科目　受講料\25,800　教材費\3,000　指導関連費\2,000　総額\30,800 
 
 オンライン映像授業（税込）　※すべての講座をオンライン映像受講でご受講の場合 

 
　2科目　受講料\12,300　教材費\1,500　指導関連費\2,000　総額\15,800 
　3科目　受講料\17,800　教材費\2,000　指導関連費\2,000　総額\21,800 
　4科目　受講料\20,300　教材費\2,500　指導関連費\2,000　総額\24,800 
　5科目　受講料\21,800　教材費\3,000　指導関連費\2,000　総額\26,800 
 
 



月々のお支払い　※詳細はパンフレットをごらんください 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春期講習をご受講の皆さまには、 
Z会進学教室(関西圏)の本科4月度からご入会の場合に限り、 
 

春の学習応援キャンペーン 
入会金通常\15,000→特別価格\5,000 

 

Z会の通信教育からZ会の教室へ受講を変更される場合は、 
 

受講料を充当することが可能 



開室時間 
  月  火  水  木  金  土日 

教室窓口 

梅田 
上本町 

神戸三宮 
西宮北口 
西大寺 
14：00～ 
21：00  14：00～ 

21：00 

梅田 
上本町 

神戸三宮 
西宮北口 
西大寺 

× 
（休室日）  × 

（休室日） 
14：00～ 
21：00 

授業開始 
30分前～ 

21：00 

京都 
× 

（休室日） 

京都 
14:00～21:0

0 

休室日 ：電話、窓口ともに受付はございません。原則、全教室木曜日 
 
受付時間：14：00～21：00　土日は授業開始30分前より開室 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ご入会について 

ご入会 

入会テスト 

体験授業 

■入会テストは受験必須 
■英数国3科目、1教科30分　※小6生は算国2科目 
■無料 
■随時受付 

各教科１回ずつ無料でご体験が可能 
（講習は体験制度はございません） 

先にご体験いただくことも可能です 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高校合格実績　2021年度 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■私立最難関 27名合格 
 

　灘  3/  3名 東大寺学園 4/4名 
　洛南 12/14名 西大和学園 6/8名  
　ラ・サール　  1 / 1名 愛光 1/1名 
 

■国立大附属・高専 国立大附属7名合格 高専4名合格 

 

　大教大附池田 7/7名（外部受験）　　　　　　 

　明石高専 3/5名 奈良高専 1/1名  

 
■私立難関・上位 115名合格 
 

　清風南海   3/ 4名 四天王寺 6/6名明星 5/5名清風　   2/ 2名 
　大阪桐蔭   3/ 3名 開明 1/1名関大第一 1/1名関西大倉 13/13名 
　桃山学院 15/15名 近大付属 2/2名 
　同志社   1/ 1名 京都女子 2/2名立命館   1/ 4名 立命館宇治   1/1名 
　須磨学園 31/32名 関西学院 1/2名雲雀丘学園16/16名 
　帝塚山 10/10名 奈良学園 1/1名他多数 



高校合格実績　2021年度 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■公立 
【大阪】 文理学科設置校　34名合格 
　北野   2 / 4名 天王寺 3 /  5名 茨木 4 /5名 
　大手前 　8 / 9名 高津 7 /10名 生野 1/ 1名 
　豊中   5 / 7名 四條畷 3 /  3名 岸和田 1/ 1名 他 
 

【京都・滋賀】 京都・滋賀公立トップ校　17名合格 
　堀川（探究学科群2名） 3 / 3名 嵯峨野（京都こすもす科） 3 / 3名 
　西京（エンタープライジング科） 5 / 6名 桃山（自然科学科1名） 2 / 2名 
　南陽（サイエンスリサーチ科） 1/  1名 
　膳所（特色選抜2名） 3 / 3名 他 
 

【奈良】 奈良公立トップ校　3名合格 
　奈良 2 / 2名 郡山 1 / 1名 
 

【兵庫】 兵庫県公立トップ校　30名合格  

　神戸（総合理学科1名） 6 / 8名 兵庫（創造科学科4名） 8/ 9名 
　長田 1/  3名 姫路西 1/ 2名  
　加古川東 1/  1名 市立西宮(GS2名・人間探究1名) 9 /9名 
　北摂三田 2 / 2名　　　　　　 川西緑台 1/ 1名 
　尼崎稲園 1/  2名 
 

■その他の地域  

戸山（東京都立） 1/1名　湘南（神奈川県立）1/1名　国際基督教大学  　1/1名　　 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ご相談はお電話、WEBからでも可能です。 
 
皆さまのお越しをZ会進学教室一同 
心からお待ちしております。 



36


