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Ｚ会 は、「 人 間 は 一 生 、 学 び 続けるべきである」 と考えます。

学 ぶことに、 終 わりはありません 。

むしろ、 学 べば 学 ぶほど、さらに学 ぶことが 増えていく。 それが 、 学 びの 本 質 です。

また、 学 ぶということは、 学 ぶ 主 体 が 変 化することでもあります。

そして 現 在 、あるいは 近い 将 来 、 社 会 の中 核 を 担うみなさんこそが 、

誰よりも学 ぶ べきであると考えます。

なぜなら、 それが 結 果として、 昨 今 の 停 滞した 社 会 の 変 革につながるであろうからです。

Ｚ会キャリアアップコースは、「 学 び 続ける大 人 」 をサポートします。
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大学院入試突破のポイント
に焦点を合わせたラインナップ

大学院入試では、筆記試験と面接試験（口述試験）が課されるのが一般的です。筆記試験では
専門科目の試験のほか、英語の試験があり、面接試験では志望理由と研究計画（学習計画）が
問われます。専門科目の勉強は各自で進めていくことができますが、英語・志望理由・研究計
画（学習計画）の準備不足で泣く受験生は少なくありません。そこで、Z 会キャリアアップコー
スでは、独学では難しい英語、志望理由、研究計画（学習計画）の講座をご用意しました。
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……… …目的と英語力に合わせた9つの英語講座
大学院での研究では、どの分野であれ英語の文献を大量に読むことになります。ですから、進学後の研究に欠かせない基礎
力を測るために、入試に英語があるのです。
英語の力はきちんとした準備をすれば確実に上がります。しかし、学部の英語の授業だけでは、大学院受験レベルの英語力
を身につけるには不十分です。
Ｚ会キャリアアップコースでは、レベルや目的に合わせ、9つの英語講座をご用意しました。どの講座も、最終的に目標とす
る大学院の入試本番レベルの課題に取り組めるようになるまで、あなたの英語力を鍛えます。

……… …あなたの大学院入試を応援します
どの講座にも、受講生一人ひとりの答案に即したWeb経由での添削指導*や、質問・相談の学習サポートがあります。私た
ちZ会はあなたの大学院入試を応援します。

*大学院入試講座「徹底復習英語」を除きます。

……… …志望理由の書き方、研究計画・学習計画の考え方をつかむ
大学院での研究で必要とされる専門知識があり、英語力があったとしても、研究課題が明確でなければ評価されません。大
学院で取り組みたい課題と、課題に対する熱意を適切に表現することが大切です。
Ｚ会キャリアアップコースでは、筋道の通った志望理由の書き方や、大学院で取り組みたい課題を研究計画・学習計画とし
て形にする仕方を学ぶ講座をご用意しています。

※教材・マイページのデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。
※教材の表紙は2020年12月時点のものです。お届けの時点でデザインが変更になる可能性がございます。



2022年度合格目標2022年度合格目標

大学院入試大学院入試
英語・志望理由・研究計画であなたの合格をサポート

院試標準レベルの英語で実戦力を養いたい

大学院英語 3 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

41,500 円 P3

高校レベルの英文法から復習したい

大学院英語［基礎編］ 5 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

56,500 円 P4

基礎から復習して院試レベルの英語力を身につけたい

大学院英語［徹底復習編］ 6 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

71,500 円 P5

和訳・英作文両方の対策をしたい

理系のための大学院英語（大学院英語 + 大学院英作文） 5 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

62,000 円 P6

英作文のみ対策したい

大学院英作文 2 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

29,000 円 P7

研究したい思いを研究計画に仕上げたい

研究計画書・学習計画書 3 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

41,500 円 P9

Ｚ会キャリアアップコースの受講には、インターネット環境が必要となります。最新の推奨環境は、Webサイトをご参照ください。

試験官の心に響く志望理由書が書きたい

志望理由書 1.5 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

18,000 円 P8

※志望理由書のみお申し込みの場合、「代引」でのお支払いはご利用いただけません。

2

ご確認ください

英語の基礎を徹底的に鍛えたい

徹底復習英語 1.5 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

17,000 円 P7

※2023年度合格目標講座は、10月以降Webサイトでお知らせいたします。
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大学院英語 対象者

3カ月完成講座

… …大学院を志望する大学生・社
会人の方
… …英検2級・TOEIC600点レベ
ルの方

和訳・要約問題に必要な構文知識・英
文の読み方が凝縮されたテキストです。

自習用問題２～3題と添削問題1題か
らなる章が6章あります。
※添削答案はWebで提出します。

答案は1週間～10日で返信。添削内容
をしっかり復習することで、採点者に伝
わる答案の書き方が身につきます。

英文読解だけでなく、
英語→日本語への変
換のコツも伝授します。

入試本番レベルの問題に取り組んで実戦力を鍛える

お届け教材 大学院英語「読解の技法」／大学院英語…添削問題冊子
※教材は一括でお届けします。

提出課題 6回　※Web添削

標準学習期間 3カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 41,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

学習の流れ学習の流れ

Step 1 Step 2 Step 3

サブテキストでインプット 添削答案を復習自習用問題に取り組み
添削問題に挑戦

添削答案｜大学院英語

サブテキスト＋
問題演習で培った力を
添削課題で実戦力に高める

様々な分野の院試レベルの文章で総合的な英語力を身につける

大
学
院
入
試

大
学
院
英
語
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対象者大学院英語
5カ月完成講座

… ……大学院を志望する英文法に不
安のある大学生・社会人の方

… …英検準2級・TOEIC500点レ
ベルの方

「大学院英語（P3）」に基礎カリキュラムがついた講座

お届け教材 大学院英語「読解の技法」／大学院英語…添削問題冊子／大学院英語＜基礎編＞…添削問題冊子
※教材は一括でお届けします。

提出課題 10回（大学院英語＜基礎編＞4回＋大学院英語6回）　※Web添削

標準学習期間 5カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 56,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

基礎編冊子には、英文解釈の
ために最低限知っておくべき
文法事項が凝縮。例題形式な
ので、確認しながら学習でき
ます。文構造がひとめでわかる
解説も充実。まさに「基礎から」
の学習が可能です。

学習の流れ学習の流れ
基礎カリキュラム

テキスト｜大学院英語〈基礎編〉

大学院英語カリキュラムへ進みます。

大学院英語
（詳細はP3）

英文法の基礎固めから実戦的な問題演習へ

問題演習を通じて
大学院入試レベルの
英文法の基礎を固める

各章8題の例題で文法事項を復習し、
添削問題で理解度を確認できます。
※4章に例題はありません。
※添削答案はWebで提出します。

答案は1週間～10日で返信。添削内容
をしっかり復習することで、自分の弱点が
クリアになります。

Step 2Step 1

例題で文法事項を学習し、
添削問題に挑戦

添削答案を復習

［基礎編］［基礎編］
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徹底復習英語

大学院英語
カリキュラムへ
進みます。

基礎カリキュラム
へ進みます。

大学院英語
（詳細はP3）

基礎カリキュラム
（詳細はP4）

［徹底復習編］［徹底復習編］
対象者大学院英語

6カ月完成講座

…最近は英語に接する機会のな
かった方
…英語が苦手で基礎から学び直
したい方

高校英語の基礎固めから始めて、大学院入試レベルの英語力を身につける

お届け教材 Z…Study…サポート「徹底復習…英文法」／大学院英語<基礎編>添削問題冊子／大学院英語「読解の技法」／大学院英
語添削問題冊子　※教材は一括でお届けします。

Webでご提供する教材 動画（ストリーミング配信：約5～ 15分／回）23回

提出課題 10回（大学院英語<基礎編>4回／大学院英語6回）　※…Web添削

標準学習期間 6カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 71,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

52

❸前置詞＋関係代名詞（whom；which）

前置詞＋目的格の関係代名詞
先行詞が前置詞の目的語に当たる場合は
先行詞＋前置詞＋whom〔which〕となることがあります

日本文の意味を表すように，各空所に適切な１語を入れましょう。
ただし，第１の空所には前置詞が，第２の空所には関係代名詞が入ります。

（１）私が一緒に働いている人たちは，とても気さくです。
　　　The people（　　　）（　　　）I work are very friendly.

（２）彼らが話していた話題は何だったのですか。
　　　What was the topic（　　　）（　　　）they were talking ?

　前置詞＋目的格の関係代名詞の形でも，考え方は Key Point １で学習したことと同じなのです。
（１）
　☆　日本語訳から判断して，この英文は次のような構造になっているとわかります。
　　　　The people　（前置詞）（関係詞）I work / are / very friendly.

　　　　→「私が一緒に働いている人たち」

　　Step 1　先行詞を関係詞以降の文に戻す。
　　　　The people　（前置詞）（関係詞）I work are very friendly.
　　　　先行詞
　　　　　　　　　　　（前置詞） the people 　I work

　　Step 2　日本語訳や関係詞の後の動詞から判断して適切な前置詞を補う。
　　 　このままでは意味の通じる文になりませんね。そこで，「私が一緒に働いている人たち」と

いう日本語訳から判断して，「～と一緒に」の意を表す前置詞 with を補い，the people が
with の目的語になる文にすれば，意味が通じますね。

　　　　→　I work with the people.（私はその人たちと働いている）

　　Step 3　関係詞を選ぶ。
　　 　前置詞の目的語の役割を果たすのは，目的格の関係代名詞です。また，先行詞は The peo-

ple という「人」を表す語句なので，関係代名詞は whom となります。
　　　　The people with whom I work are very friendly.

学習時間のめやす 15分

ZECAC1-Z1J1-07

テキスト｜
大学入試レベルで必須の
最重要項目を厳選。
効率よく基礎を固めます。

学習の流れ学習の流れ 徹底復習英語→基礎カリキュラム→大学院英語の3段階学習

Z…Studyサポート
徹底復習…英文法

大学院入試レベルの英語力までレベルアップするために、高校英文法の最重要事項と、アカデミックな英文に頻出の単語・熟語
をマスターすることから始めます。テキスト・カリキュラムは、Z会高校コース「徹底復習 英文法」を使用。
大学院入試講座専用講義を受講して、無理なく大学院入試英語の基礎を固めます。

コンパクトな講義（1回約5 ～15分）が23
回。通勤・通学や昼休みといった、ちょっと
したスキマ時間にも取り組めます。

1回の学習は一部を除き10 ～30分前後。忙
しい社会人でも負担感なくサクサク最後まで進
めることができます。

Step 1 Step 2

動画講義を受講して基礎の
最重要ポイントを押さえる

問題演習で理解を確認

大
学
院
入
試

大
学
院
英
語［
基
礎
編
］／
大
学
院
英
語［
徹
底
復
習
編
］
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対象者理系のための
大学院英語

5カ月完成講座

… ……理系の大学院を志望する大学…
生・社会人の方
… ……英文和訳に加えて、和文英訳・
英作文などが課される大学院
の受験生「大学院英語（P3）」に英作文カリキュラムがついた講座

答案は1週間～10日で返信。添削内容
をしっかり復習することで、これまで使え
なかった表現・構文もマスターできます。

自習用問題で学習のポイントへの理解を深
め、添削問題で実際にアウトプットします。
※テキストは適宜参照してください。
※添削答案はWebで提出します。

学習の流れ学習の流れ
英作文カリキュラム

Step 1 Step 2

テキストの例題を通じて単純明快
な英語を書くコツを学びます。そし
て、添削課題を通じて学んだ知識
を確認します。…

大学院に入ってからも役立つ「英語発信力」を手に入れる

例題で英作文のコツを学ぶ
添削問題で確かめる

自習用問題に取り組み
添削問題に挑戦 添削答案を復習

大学院英語カリキュラムがセットに
なっています。

大学院英語
（詳細はP3）

テキスト｜大学院英作文

お届け教材 大学院英語「読解の技法」／大学院英語…添削問題冊子／大学院英作文「論文作成の技法」／大学院英作文…添削問題冊子
※教材は一括でお届けします。

提出課題 9回（大学院英作文3回＋大学院英語6回）　※Web添削

標準学習期間 5カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 62,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日
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大
学
院
入
試

1.5カ月完成講座

… …大学院入試対策の第一歩として、
英文法の基礎を固めたい方
… ……高校基礎レベルから英語をもう一度
やり直したい方本格的な大学院入試対策の前に英文法の基礎を固める

徹底復習英語

お届け教材 Z…Study…サポート「徹底復習…英文法」

Webでご提供する教材 動画（ストリーミング配信：約5～ 15分／回）23回

提出課題 なし

標準学習期間 1.5カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 17,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

「大学院英語［徹底復習編］」（P5）から「大学院英語［基礎編］（大学院英語＋基礎カリキュラム）」（P4）の学習を省いた、徹底復
習英語のみの講座です。
本格的に大学院入試対策に取り組む前に、まずは英語の基礎を固めたい、という方にお勧めの講座です。はじめに本講座で
英語の基礎となる文法・語彙を固め、本講座を修了後、大学院英語［基礎編］に挑戦して大学院入試レベルの英語力を身につ
けてください。

理
系
の
た
め
の
大
学
院
英
語
／
大
学
院
英
作
文
／
徹
底
復
習
英
語

お届け教材 大学院英作文「論文作成の技法」／大学院英作文…添削問題冊子

提出課題 3回　※…Web添削

標準学習期間 2カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 29,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

2カ月完成講座

… …和文英訳・英作文などが課される大
学院の受験生
… ……和訳・要約問題の対策は不要という方単純明快な英文を書くコツを学び、添削問題を通じて確認する

「理系のための大学院英語」（P6）から「大学院英語」（P3）の学習を省いた、英作文カリキュラムのみの講座です。
文献研究などを通じて英文を読むことには慣れているが、英語で科学・技術論文を書くには不安がある、という方にお勧めの
講座です。

大学院英作文 対象者

対象者
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対象者志望理由書
1.5カ月完成講座

…大学院（修士課程）を志望する
大学3・4年生・社会人の方
…大学（学部）進学・編入学を志
望する大学生・社会人の方

　……※後期博士課程には対応していません説得力と熱意のある志望理由書を作成する

教材 「志望理由書作成ガイダンス」……※受講生専用のWebページ（マイページ）よりご確認いただきます。……※テキストなど送付物はありません。

提出課題 2回　※Web添削

標準学習期間 1.5カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 18,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

添削指導｜志望理由書

志望理由書としての必須条件を
チェックするだけでなく、他者に伝
わりにくい表現についても客観的な
指導が受けられます。

志望理由を整理し、
添削指導で完成させる

※…志望理由の効果的な示し方を中心に指導いたします。志望理由はご自身でお考えいただいた上で、答案の朱字を参考に、ご自身で練り上げてください。
※…提出された答案を添削してお返しするまで、１週間～10日かかります。大学院の出願期間をお確かめの上、余裕をもってご受講ください。
※…課題提出・添削指導は、日本語でのみ承ります。英文等での指導はお受けいたしかねます。
※…入試情報・過去問等のご提供は承っておりません。
※…大学院・専攻によっては、「志望理由書」という名称の書類でも、入学後の学習計画や修了後のキャリアプランなどを含んだ記載を求めている場合もあります。この場合、Ｚ会では「研
究計画書・学習計画書」講座の指導対象となりますので、ご志望の大学院の募集要項をご覧いただき、書式（記入欄の数・記載内容・分量など）を必ずご確認の上、受講講座をお選
びください。…

⇒志望理由書の目安：記入欄の数：1個、記載内容：研究計画を含まない、分量：2000 字未満。詳しくはWebサイトの「志望理由書の目安」をご覧ください。

※志望理由書のみお申し込みの場合、「代引」でのお支払いはご利用いただけません。

「志望理由書」とは何か、
何をどのように書けばよ
いのかをマイページ上の
ガイダンスで学びます。
面接でよく聞かれる質問
や面接時の心得も解説
しています。

マイページに用意した分
析シートに書き込みなが
ら、自分の考えを整理し、
本番の志望理由書の準
備を整えます。
※分析シートへの添削指導はあ…
　りません。

答案は1週間～10日で
返信。2回ある添削指導
は、原則として「同じ指導
者」が指導します。

学習の流れ学習の流れ

Step 2 Step 3 Step 4Step 1

作成ガイダンスで
「志望理由書」の

書き方とポイントを把握

分析シートで
重要なポイントを

分析・整理

志望理由書を
作成し、提出

マンツーマンの
添削指導

ガイダンスで書き方を学び、添削指導でブラッシュアップ

※志望理由書はWebで提出します。
指導結果を反映させて、
大学院へ提出
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大
学
院
入
試

志
望
理
由
書
／
研
究
計
画
書
・
学
習
計
画
書

対象者研究計画書・
学習計画書

3カ月完成講座

… …大学院（修士課程）を志望する
大学3・4年生・社会人の方
… ……研究計画書・学習計画書の書
き方や考え方を学びたい方
※理学系・工学系には対応していません
※後期博士課程には対応していません研究計画・学習計画の基本を学び、芯の通った計画書を作成する

お届け教材 「研究計画書完成」

提出課題 4回（プレシート1回を含む）　※Web添削

標準学習期間 3カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 41,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

テキストで「研究計画の
考え方」と研究計画書
を書く上での「プロセス
と諸注意」を学びます。

テーマを絞りきれていな
いなどの不安がある人
は、プレシート（下書き）
から始めましょう。プレ
シートの指導は1回です。

学習の流れ学習の流れ

Step 1 Step 2

志望大学院に提出する
研究計画書・学習計画
書の完成を目指し、作成
します。研究計画書・学
習計画書の指導は3回
です。

Step 3 Step 4

小手先のテクニックではない、研究計画の考え方を理解する

添削指導｜研究計画書・学習計画書

テキストで
研究計画（学習計画）の
考え方・書き方を習得

プレシートを
作成し、提出

研究計画書・学習
計画書を作成し、

提出

マンツーマンの
添削指導

そもそも「研究」とは何か、という基本
から学び、3回の添削指導を通じて
「研究計画書・学習計画書」の完成度
を高めます。

研究計画（学習計画）の
考え方を学び
自分の計画書を作り上げる

答案は1週間～10日で
返信。3回ある添削指導
は、原則として「同じ指導
者」が指導します。

※…研究テーマや研究方法の効果的な示し方を中心に指導いたします。研究テーマの具体的内容に関する指導はいたしません。…答案の朱字を参考に、ご自身で練り上げてください。
※…提出された答案を添削してお返しするまで、１週間～10日かかります。大学院の出願期間をお確かめの上、余裕をもってご受講ください。
※…課題提出・添削指導は、日本語でのみ承ります。英文等での指導はお受けいたしかねます。
※…入試情報・過去問等のご提供は承っておりません。

※プレシートはWebで提出します。
※研究計画書・学習計画書はWebで
提出します。

指導結果を反映させて、
大学院へ提出
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充実した学習サポート

見事合格した際は、一緒にお祝い。
講座を受講いただき、各大学院入学試験後に専用フォームより合格報告をいただいた方には、
合格お祝い特典として、図書カードNEXT2,000円分を差し上げます。

Web上の「マイページ」で学習を一元管理。
Web上にあなただけの「マイページ」をご用意。
マイページでは、ご自身の添削答案提出状況、
評価などをご確認いただけます。
添削済み答案もすべて管理できますので、
答案が返却された直後はもちろん、さらに学習を
進める中で改めて添削内容を見直す時にも便利です。

質問はいつでも、何度でも。
学習をすすめる中で分からないことが出てきたら、
マイページ上の「マイ相談ルーム」が便利です。
教材内容や学習法の相談などさまざまな質問に、
あなたの担当アドバイザーや大学院入試のエキスパートが
Webで回答します。マイ相談ルームからの質問は
24時間いつでも受け付けています。
サポートの有効期間内なら何度でもご利用いただけます。
※回答には5営業日程度を要します（年末年始を除く）。

スタート時のサポートで安心して学習を開始。
講座受講スタート時に担当アドバイザーがメールを差し上げます。具体的な学習スケジュールや効果的な学習法など、不安や疑問
点などがありましたら是非マイ相談ルームより担当アドバイザーにご相談ください。



心理系大学院※入試突破をめざすあなたをサポート！

ご確認ください Ｚ会キャリアアップコースの受講には、インターネット環境が必要となります。最新の推奨環境は、Webサイトをご参照ください。

専門的な英文を通して実践的な英語力を養いたい

心理系大学院英語 3 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

56,500 円 P16-17

心理系大学院英語［基礎編］ 5 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

69,500 円 P18

心理系大学院英語［徹底復習編］ 6 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

84,500 円 P18

入試突破のための専門知識と論述力を身につけたい

心理系大学院専門科目 6 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

66,000 円 P12-15

読み手に納得される研究計画書を仕上げたい

研究計画書・学習計画書 3 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

41,500 円 P9

試験官の心に響く志望理由書を書きたい

志望理由書 1.5 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

18,000 円 P8

※志望理由書のみお申し込みの場合、「代引」でのお支払いはご利用いただけません。

入試対策に必要な講座を全部まとめて受講したい

心理系大学院パック
［心理系大学院英語＋専門科目＋研究計画書・学習計画書］

8 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

134,000 円 P19

心理系大学院パック［英語基礎編］
［心理系大学院英語［基礎編］＋専門科目＋研究計画書・学習計画書］

8 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

147,000 円 P20

心理系大学院パック［英語徹底復習編］
［心理系大学院英語［徹底復習編］＋専門科目＋研究計画書・学習計画書］

8 カ月完成講座
サポート期間：2022年3月31日まで

受講料（税込）

162,000 円 P20

お申込前に必ず受験する大学院のサイトで最新情報をチェック！
【お申込前にご確認ください】
公認心理師資格に関する「公認心理師法」施行に伴い、各大学院の受験要件に変更が入る可能性があります。
必ず、お申込前に最新情報をご確認ください。

11

※Ｚ会キャリアアップコースでは、心理臨床のプロフェッショナル（臨床心理士・公認心理師）養成、または臨床心理学およびその隣接領域の研究を行う
大学院を「心理系大学院」として、その受験対策を行う講座を開設しています。

2022年度合格目標2022年度合格目標

心理系大学院心理系大学院
※2023年度合格目標講座は、10月以降Webサイトでお知らせいたします。
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学習の流れ学習の流れ
Step 3Step 1 Step 2

問題演習を通じて心理学の知
識を基礎から体系的に学びます。
第1章　基礎タームの解説
第2章　論述問題
第3章　総合論述問題

心理系大学院入試で頻出の問
題を、用語説明問題、論述問題、
総合論述問題に分類して掲載。
全20題から志望先の出題に合
わせて6題を選択し、取り組み…
ます。

答案は1週間～10日で返信さ
れます。添削指導を通じて、専門
知識の弱点補強だけでなく、適
切な日本語表現で論理的な解
答を作成する力を養成します。

自習用冊子で学習 添削問題にチャレンジ 添削答案を復習

課題提出
（６回） 添削指導

※添削答案はWebで提出します。

対象者

6カ月完成講座

… …心理系大学院を志望する大学
3・4年生・社会人の方

… …心理学を学んだことのない方、
心理学は既習でも体系的に学
び直したい方

専門知識を効率的に学び、論述力を鍛える

心理系大学院
専門科目

お届け教材 心理系大学院専門科目「心理専門Step…Master」／心理系大学院専門科目…添削問題冊子／心理系大学院…DSM-5対
応冊子　※教材は一括でお届けします。

提出課題 6回　※Web添削

標準学習期間 6カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 66,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

出題形式に沿って、基礎から段階的に無理なく学習。
心理系大学院の過去問題を分析した結果、判明した３つの出題形式※を踏まえ、心理学を段階的に無理なく学習。
易しい問題から順に取り組むから効率的な学習が可能です。
心理学知識が「点」レベルのものから「点」をつなぎあわせた「線」、そして「立体」になっていく面白さも是非味わってください。

※心理学用語を数行程度で説明する「用語説明問題」、心理学の主要概念を深いレベルで説明する「論述問題」、
領域横断的で、あまり同一次元上に並べて論じられることがないような複数の概念を自分なりの視点でつなげる必要がある「総合論述問題」の3つ。
必要とされる心理学知識のレベルはそれぞれ、知識同士のつながりがそれほど必要ない「点」、関連する点レベルの知識をつなぎ合わせた「線」、
線を自分なりに組み合わせた「立体」のイメージ。
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第3章　総合論述問題（13題）

Part1：
心理臨床・理論編

心理学の科学性

他者の存在と人間のアイデンティティ

心理療法による「不安」のとらえ方の違い

純粋性と逆転移との関連

軽度発達障害児に対する心理的援助の動向

Part2：
心理臨床・実践編

心理療法における「限界」

臨床心理士の職業倫理

テスト・バッテリー

不登校のとらえ方

事例：受理面接でクライエントが不安を訴えた場合

事例：関係者間で言い分が食い違う場合

Part3：統計編
観察法と質問紙法における信頼性

代表値の種類とその使い分け

第1章　基礎タームの解説（用語説明問題対応）

Part1：科学と人間の努力としての心理学 Part6：パーソナリティの個性

Part2：生物学的・発達的過程 Part7：ストレス、精神病理、治療

Part3：意識と知覚 Part8：社会的行動

Part4：学習、記憶、思考 Appendix：統計的方法と測定

Part5：動機づけと情動 章末付録

第2章　論述問題（31題）※一部抜粋

Part1：
臨床心理学総論

臨床心理学の学際性

臨床心理学全般

Part2：心理臨床家とは 心理臨床家の義務と役割

Part3：
心理面接における諸問題

個人心理面接と集団心理面接

受理面接における留意点

親子並行面接の意義

Part4：心理療法各論

カーンバーグの人格構造論

行動療法・認知行動療法の技法

身体症状へのアプローチ法

遊戯療法の効用とセラピストの役割

学習の流れカリキュラム

まずは心理学知識を「点」レベルで
インプット

「点」レベルの知識をつなげて
「線」や「立体」へ

頻出知識を出題形式に応じて
効率的にインプット

第１章では、重要な心理学タームを「基礎
ターム」として厳選し、明確に分類して掲載。
まずはこの「基礎ターム」を「点」レベルでイ
ンプットし、数行で説明できるようにしてい
きます。

第２章以降では、実際の入試問題や解説・
解答例を掲載。「点」レベルの知識をさらに
つなげて「線」や「立体」にすることが求めら
れる「論述問題」「総合論述問題」の解答
方法を無理なく習得できます。

各出題形式で頻出のテーマやタームを出
題形式別にもりこんでいるため、心理学知
識を効率的にインプットできます。

テキスト｜心理系大学院専門科目
心理専門Step…Master

心
理
系
大
学
院

心
理
系
大
学
院
専
門
科
目
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第1章　用語説明問題     −「点」レベルでの知識の確認−

No.1 統計学からの出題 統計

No.2 人格心理学からの出題 人格

No.3 各心理学分野からの出題 臨床、発達、統計

No.4 各心理学分野からの出題 臨床、統計

No.5 各心理学分野からの出題 臨床、発達、知能

No.6 各心理学分野からの出題 発達、社会、学習、記憶

No.7 各心理学分野からの出題 臨床、発達、統計、言語、社会

第2章　論述問題     −「線」レベルでの知識の確認−

No.8 個体の発達における遺伝と環境 発達

No.9 心理療法の共通点と相違点 臨床

No.10 カウンセラーの基本姿勢 臨床 

No.11 精神障害の呼称変更の意義 臨床

No.12 境界性パーソナリティ障害の理解 臨床

No.13 自然災害後に生じる不適応 臨床

No.14 引きこもり状態を示す精神障害の鑑別 臨床

No.15 知能検査が測定するもの 知能

第3章　総合論述問題     −「立体」の構築−

No.16 心理療法効果研究の立案 臨床

No.17 対象関係論と被虐待児の人格発達 臨床

No.18 心理療法における身体的アプローチ 臨床

No.19 事例：見立ての実践 臨床

No.20 愛着理論−時間的安定性・連続性− 発達

臨
床
心
理
士

答案を客観的に評価

多様な添削問題から６題提出

解答の論理的展開を学ぶ

答案の適否は自分自身では判断できませ
ん。心理学の専門家である指導者があなた
の答案を客観的に評価します。

添削問題冊子には心理系大学院の過去
問題・オリジナル問題全20題を掲載。
志望校の傾向に沿った６題を選んで提出
できます。
※…DSM-5への改訂を踏まえた添削指導を受けら

れます。

論述問題では、心理学の知識について
チェックするだけでなく、答案全体の流れや
論理的展開についても指導します。

添削指導｜

学習の流れカリキュラム

テキスト｜心理系大学院
ＤＳＭ-5…対応冊子
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参照箇所：①双極性障害(bipolar disorder) 見出し

*27 双極性障害(bipolar disorder) 
 

*27 今回の改訂を通して、躁に関する記述は「気分」という抽象的な表現からより具体的な「活動、

エネルギーの上昇」という記述に変更された。しかし定義そのものに大きな変更点はない。 
 

参照箇所：②睡眠障害(sleep disorder) 見出し

*28 睡眠障害(sleep disorder) 
 

*28  DSM-5 においても、睡眠障害は、双極性障害とうつ病の両方の診断基準に含まれており、こ

れらの診断において重要な症状となっている。心理臨床家は患者から「気分」を中心とした聞き

取りのみ行なうのではなく、重要な診断上の症状として常に睡眠障害を考慮しておくべきである。 
なお、DSM-IV-TR でも DSM-5 でも「睡眠障害（DSM-5 では睡眠-覚醒障害群）」の大カテゴリ

ーが別に存在しているが、これはここで説明されているような双極性障害などの精神疾患の一症

状としての睡眠障害とは区別されるものであるため、注意してほしい（大カテゴリーとしての睡

眠障害については、「19 睡眠と夢」の(*4)を参照のこと）。 
 

統合失調症

 
参照箇所：冒頭の解説本文 1 行目

*29 2002 年に「精神分裂病」から改称された統合失調症(schizophrenia)… 
 

*29  DSM-5 から、新たに統合失調症にも「スペクトラム（連続性）」の概念が導入された。

DSM-IV-TR では「他の精神病性障害」において羅列してそれぞれ定義されていた「統合失調型パ

ーソナリティ障害」、「妄想性障害」、「短期精神病性障害」、「統合失調症様障害」、「統合失調症」

が、DSM-5 では、この順番で連続して軽度⇒重度の疾患であるという風にまとめ直されることに

なった。共通する中核症状として、5 つの主領域（①妄想、②幻覚、③まとまりのない発語、④ひ

どくまとまりのない、または緊張病性の行動、⑤陰性症状）が設定されており、これら症状の有

無や強さ、持続期間の違いにより鑑別される。 
 

参照箇所：①陽性症状 見出し

*30 陽性症状 
 

*30 DSM-5 でも継続してこれら 5 つの陽性症状が診断基準として挙げられている。ただし、5 つ

の陽性症状における診断上の重みづけに変更が加えられた。特に、「妄想の奇異さ」と言う点が統

合失調症と診断する上で特別視されなくなった点は特筆すべきである。妄想は、統合失調症を診

断する上で重要な症状であるが、その内容は患者の興味関心のある世界とつながりがあり、臨床

上は他者が患者の語りを聴いてあたかも現実のことであると受け取って疑わないような自然なも

のも含まれ、必ずしも「奇異」だとは言いきれなかった。今回の改訂で妄想が「奇異な」ものだ

けに特別視されなくなったことによって誤診リスクが解消されたと評価されている。 

DSM-IV-TRからDSM-5への
改訂ポイントが一目瞭然

DSM-IV-TRに準拠しているテキスト「心理
専門…Step…Master」・添削問題の内容につ
いて、DSM-5からの変更部分を解説。…
詳しい活用法は右ページをご覧ください。

心理系大学院専門科目
添削問題冊子
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Ｚ会心理系大学院専門科目講座で、…
効果的なDSM-5対策を！

※DSM-5への改訂に伴う変更例
… DSM-IV-TR：自閉性障害…→…DSM-5：自閉スペクトラム症…に変更

そもそも、DSMとは？
米国精神医学会が作成している、精神疾患の診断基準です。2013年に、それまで使用されていた「DSM-IV-TR」の改訂版である
「DSM-5」がアメリカで発表され、2014年には日本語版も発表されました。この改訂に伴い、精神疾患名などに一部変更が生じた※

ため、これまで普及していたDSM-IV-TRだけでなく、DSM-5に沿った学習も必要となってきます。

改訂ポイントをピックアップして解説したDSM-5対応冊子
Ｚ会心理系大学院専門科目講座では、この「「DSM-IV-TRに沿って学習し、その次に、DSM-5にて改訂されたポイントを押さ 
える。」」という学習を効率的に行えるよう、対応冊子をご用意しました。学習は以下のステップで行います。

「過渡期」の今、効果的な学習法とは
DSM-5に改訂されたとはいえ、DSM-5の日本語版が発表されてから間もない、「過渡期」ともいえる現時点では、実際の臨床現場で
はまだDSM-IV-TRが浸透していると考えられます。心理系大学院入試でも、DSM-5に完全に即した出題というよりは、DSM-IV-
TRからDSM-5への改訂において、何がどのように変更されたのか、という点が出題されやすいと考えられます。すなわち、まずは
DSM-IV-TRに沿って学習し、その次に、DSM-5にて改訂されたポイントを押さえる。この学習方法が、現時点では、最も効果的
といえるわけです。

まずはDSM-IV-TRに即したテキストで、
心理学の知識を体系的に学びます。

学習の流れ学習の流れ
Step 3Step 1 Step 2

心理系大学院専門科目講座では、
「DSM-IV-TRからDSM-5への過渡期」
の今、心理系大学院入試では何を注意
すべきかも考慮した実践的な添削指導
を受けることができます。

DSM-5からの改訂ポイントを学習 添削問題で実践力を養成

添削指導

 
 
 
 

 
 

DSM-5対応冊子で、ステップ１で学習し
たテキスト※に沿って、DSM-5から変更
された箇所を確認。DSM-IV-TRから
DSM-5への変更点をわかりやすく学ぶ
ことができます。

※…「心理専門…Step…Master」・添削問題冊子

DSM-IV-TRに沿って学習

心
理
系
大
学
院

心
理
系
大
学
院
専
門
科
目

臨
床
心
理
士
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対象者心理系大学院
英語

3カ月完成講座

… ……心理系大学院を志望する大学
3・4年生・社会人の方

「大学院英語」講座＋心理学系論文課題で、心理系大学院入試に挑む

大学院入試の和訳・要約問題に必要
とされる文法・構文知識や英文の読み
方を学びます。

大学院英語添削問題冊子では、入試
で注意すべき事項を6つのテーマに分
け、19の読解課題を掲載しています。
自習課題として大学院入試レベルの
英文に取り組んでください。

心理系大学院英語添削問題冊子には、
心理系大学院の過去問とオリジナル問
題からなる16題の添削課題を掲載。
提出する課題は、志望先の出題傾向に
合わせて6題をピックアップしてください。
答案は1週間～ 10日で返信されます。
自分では気づかない弱点も添削を通
じて克服できます。

学習の流れ

Step 3Step 1 Step 2

大学院英語サブテキストで
英文読解の基本を学ぶ

大学院英語添削問題冊子で
英文読解の演習を重ねる

添削問題に挑戦、
戻ってきた添削答案を復習

※本講座では、大学院英語添削問題冊子に掲載の
添削問題を答案として提出することはできません。

お届け教材 大学院英語「読解の技法」／大学院英語…添削問題冊子／心理系大学院英語…添削問題冊子
※教材は一括でお届けします

提出課題 6回　※Web添削

標準学習期間 3カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 56,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

心理系大学院入試の英語では、心理学系論文が出る。
心理系大学院入試の英語問題では、当然のことながら、読解課題として、心理学系論文（臨床心理学、発達心理学ほか心理学各分
野および教育学、研究法などの論文）が出題されます。
本講座では、大学院英語講座の教材で大学院入試レベルの英語力を固め、本番の心理系大学院入試で出題される心理学系論文の
添削問題に取り組むことで、心理系大学院入試に特化した、より実戦的な心理系英文読解力を養成します。

※本講座のご受講には、心理学系の基礎知識がある、または本講座のご受講と並行して心理学・臨床心理学および周辺科目を学習することが前提となります。
　心理学未習の方は、心理系大学院パックをご受講ください（P.19 ～ 20参照）。
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多様な添削問題から６題提出

答案としての表現力を鍛える

添削問題冊子には心理系大学院の過去
問題・オリジナル問題全16題を掲載。志望
校の傾向に沿った６題を選んで提出でき…
ます。

和訳・要約・論述のポイント、表現上の工夫
を丁寧に指導。復習を通して確かな表現力
を身につけることができます。

添削指導｜

添削問題テーマ
第
１
章

6 目撃証言に与える事後情報効果

第
２
章

12 ピアジェのクラス包含課題における脱中心化の困難さ

第
１
章

各心理学・教育分野 7 心理学研究法の基礎 13 個人の特徴や症状に応じた治療的介入について

1 視覚認知研究の流れと新たな可能性 8 オープン・エデュケーション／日本における義務教育の特徴 14 コミュニティ心理学の理論と実際

2 健忘患者に残存する記憶能力

第
２
章

発達心理学・臨床心理学分野 15 夢と行動パターンの分析による問題の解明

3 子どもの言語発達 9 乳児の情動制御における個人差 16 カール・ロジャーズが語る自分自身

4 情動とは何か 10 人間の進化における愛着行動の意義

5 態度の成分 11 心理性的発達における性差

学習の流れカリキュラム

心理系大学院英語
添削問題冊子

心理学は未習、でも心理系大学院で学びたい、という方には

「心理系大学院専門科目」講座で入試突破のために求められる専門知識を学び、「研究計画書・学習計画書」講座で修士課程2年
の間にあなたが取り組む研究計画をブラッシュアップ。そして、「心理系大学院英語」講座で心理学系論文も読みこなせる、専門知識
を踏まえた英語力を身につけてください。
なお、英語力に不安をお感じであれば、基礎から英語を学ぶ「心理系大学院パック［英語基礎編］／［英語徹底復習編］」がお勧め
です。

「心理系大学院パック」のご受講をお勧めします。
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お届け教材
大学院英語<基礎編>添削問題冊子／大学院英語「読解の技法」／大学院英語添削問題冊子／心理系大学院英語
添削問題冊子　※教材は一括でお届けします。

提出課題 10回（大学院英語<基礎編>4回／心理系大学院英語6回）　※…Web添削

標準学習期間 5カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 69,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

対象者

5カ月完成講座

… …英文法に不安がある大学生・社会人の方
… ……英検準2級・TOEIC500点レベルの方「心理系大学院英語」に基礎カリキュラム（P4）をセットにした講座

心理系大学院心理系大学院英語［基礎編］［基礎編］

基礎的な英語力はあるが大学院入試には不安がある方、大学入試以降はしばらく英語に触れていない…という方にお勧めの講座です。

学習の流れ学習の流れ

Step 1 Step 2 Step 3

対象者

6カ月完成講座

… ……最近は英語に接する機会のなかった方
… ……英語が苦手で基礎から学び直したい方「心理系大学院英語［基礎編］」に「徹底復習英語」（P7）をセットにした講座

心理系大学院心理系大学院英語
大学院入試対策として、英語の学習は徹底して基礎から始めたい…という方にお勧めの講座です。

お届け教材
Z…Study…サポート「徹底復習…英文法」／大学院英語<基礎編>添削問題冊子／大学院英語「読解の技法」／大学
院英語添削問題冊子／心理系大学院英語添削問題冊子　※教材は一括でお届けします。

Webでご提供する教材 動画（ストリーミング配信：約5～ 15分／回）23回

提出課題 10回（大学院英語<基礎編>4回／心理系大学院英語6回）　※…Web添削

標準学習期間 6カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 84,500円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

講義とテキストで高校英
文法の基礎を固める

徹底復習英語
カリキュラム

（詳細はP5）

基礎カリキュラム
（詳細はP4）

大学院英語
カリキュラム

（詳細はP3）

心理系大学院英語
カリキュラム

（詳細はP16）

学習の流れ学習の流れ

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

［徹底復習編］［徹底復習編］

大学院入試レベルの総合的
な英語力を身につける
※…本講座では、大学院英語添削問
題冊子に掲載の添削問題を答案
として提出することはできません。

英文解釈のために必須の
文法事項を例題と添削問
題で学ぶ

基礎カリキュラム
（詳細はP4）

大学院英語
カリキュラム

（詳細はP3）

英文解釈のために必須の
文法事項を例題と添削問
題で学ぶ

大学院入試レベルの総合的
な英語力を身につける
※…本講座では、大学院英語添削問
題冊子に掲載の添削問題を答案
として提出することはできません。

心理学系論文を課題にし
た演習で実践力を鍛える

心理系大学院英語
カリキュラム

（詳細はP16）

心理学系論文を課題にし
た演習で実践力を鍛える
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講座受講以前の準備状況や、入試本番までの時間に応じて、英語、専門科目、研究計画の3講座の取り組み方を工夫します。

英語：毎日取り組み、英文に慣れることが大切。入試本番までに計画的に英語力をアップさせる。
専門科目：志望先の頻出分野は1カ月前に完成を目指す。自信をもって本番に臨む。
研究計画：研究室訪問までに概要を作る。指導教官との面談を経て、ブラッシュアップした計画書を提出する。

英語：大学院英語、心理英語は並行して毎日取り組む。
専門科目：期間中に学ぶことができる範囲を見極め、志望先の出題分野に絞って取り組む。
研究計画：2カ月で概要を作り、4カ月で完成を目指す。

（1）入試本番まで時間があるケース

（2）短期集中で取り組むケース

1カ月目 2カ月目 3カ月目 4カ月目 5カ月目 6カ月目 7カ月目 8カ月目

英語
専門科目
研究計画

入
試
本
番

志望先の
傾向把握

出願書類
提出

研究室
訪問入試説明会

1カ月目 2カ月目 3カ月目 4カ月目

英語
専門科目
研究計画

入
試
本
番

志望先の
傾向把握

研究室
訪問

出願書類
提出

心理系大学院パックの学習プラン

※教材は、まとめて一括でお送りします。…※お届けする教材・学習方法については、上記のページでご確認ください。

対象者

8カ月完成講座

… ……心理系大学院を志望する大学3・4年生・
社会人の方
… ……入試対策に必要な全科目に取り組みたい方心理系大学院入試に必要な3講座をまとめて学ぶ

受講料は、3 講座をそれぞれ受講
するよりも 30,000 円もお得 !!

（心理系大学院英語・心理系大学院専門科目・
研究計画書・学習計画書を受講した場合）

心理系大学院英語
（P16）（P16） （P12）（P12） （P9）（P9）

セット
パ

　ク

研究計画書・
学習計画書

心理系大学院
専門科目

心理系大学院心理系大学院パック
3講座をセットにした講座です。

お届け教材
心理系大学院英語：大学院英語「読解の技法」／大学院英語…添削問題冊子／心理学系大学院英語…添削問題冊子
心理系大学院専門科目：「心理専門Step…Master」／添削問題冊子／DSM-5対応冊子
研究計画書：「研究計画書完成」

提出課題 16回（心理系大学院英語6回+心理系大学院専門科目6回+研究計画書・学習計画書4回（プレシート１回を含む））　※Web添削

標準学習期間 8カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 134,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

参考）期間中の各科目の取り組み方

参考）期間中の各科目の取り組み方
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※教材は、まとめて一括でお送りします。…※お届けする教材・学習方法については、上記のページでご確認ください。

対象者

8カ月完成講座

… ……入試対策に必要な全科目に取り組みた
い方
… ……英語が苦手で基礎から学び直したい方「心理系大学院英語［徹底復習編］（P18）を加えた3講座セット

受講料は、3 講座をそれぞれ受講
するよりも 30,000 円もお得 !!

（心理系大学院英語［徹底復習編］・心理系大学
院専門科目・研究計画書・学習計画書を受講し
た場合）

セット
パ

　ク

（P18）（P18） （P12）（P12） （P9）（P9）

研究計画書・
学習計画書

心理系大学院
専門科目

心理系大学院心理系大学院パック
…大学院入試対策として、英語の学習は徹底して基礎から始めたい…という方にお勧めの講座です。

お届け教材

心理系大学院英語［徹底復習編］：Z…Study…サポート「徹底復習…英文法」／大学院英語<基礎編>添削問題冊子／
大学院英語「読解の技法」／大学院英語添削問題冊子／心理系大学院英語添削問題冊子
心理系大学院専門科目：「心理専門Step…Master」／添削問題冊子／DSM-5対応冊子
研究計画書・学習計画書：「研究計画書完成」

Webでご提供する教材 動画（ストリーミング配信：約5～ 15分／回）23回

提出課題 20回（大学院英語<基礎編>4回＋心理系大学院英語6回＋心理系大学院専門科目6回＋研究計画書・学習計画
書4回（プレシート1回を含む））　※…Web添削

標準学習期間 8カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 162,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

※教材は、まとめて一括でお送りします。…※お届けする教材・学習方法については、上記のページでご確認ください…。

お届け教材

心理系大学院英語［基礎編］：大学院英語<基礎編>添削問題冊子／大学院英語「読解の技法」／大学院英語添削
問題冊子／心理系大学院英語添削問題冊子
心理系大学院専門科目：「心理専門Step…Master」／添削問題冊子／DSM-5対応冊子
研究計画書・学習計画書：「研究計画書完成」

提出課題 20回（大学院英語<基礎編>4回＋心理系大学院英語6回＋心理系大学院専門科目6回＋研究計画書・学習計画
書4回（プレシート1回を含む））　※…Web添削

標準学習期間 8カ月

サポート期間 2022年3月31日までマイページ有効

受講料（税込） 147,000円　※受講料のお支払いには、クレジットカードの分割払いもご利用いただけます。

お申込締切日 2021年11月30日

対象者

8カ月完成講座

… …入試対策に必要な全科目に取り組みた
い方

… ……英検準2級・TOEIC500点レベルの方英語は基礎カリキュラム（P4）から始める3講座セット

受講料は、3 講座をそれぞれ受講
するよりも 30,000 円もお得 !!

（心理系大学院英語［基礎編］・心理系大学院
専門科目・研究計画書・学習計画書を受講した
場合）

（P18）（P18） （P12）（P12） （P9）（P9）

心理系大学院
専門科目

セット
パ

　ク

基礎的な英語力はあるが大学院入試には不安…という方にお勧めの講座です。

心理系大学院心理系大学院パック［英語基礎編］［英語基礎編］

［英語徹底復習編］［英語徹底復習編］

心理系大学院英語
［徹底復習編］

心理系大学院英語
［基礎編］

研究計画書・
学習計画書
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TOEIC®/TOEFL®で
大学院入学後も役立つ英語力を磨く！
大学院入試において、TOEIC® や TOEFL® のスコアが、「英語試験免除」や「推薦入試の出願要件」「合
否判定の基準」など様々な場面で活用されているのをご存知でしょうか。
例えば、東京大学大学院の経済学研究科においては「合否判定基準の一部」として活用されており、
また広島大学大学院の工学研究科では「一定以上のスコア保持者には、入試で点数が加算」されます。

大学院に入ってからも、海外の文献を読んだり、論文を作成したりする上で英語力は必須です。大学
院入試の一歩先を見据えて、計画的に英語力を磨いていきましょう。

語学対策でさらに差をつけよう！

 Z会キャリアアップコース
お勧めの語学講座ラインナップ

社会で求められる 600 点台を目指したい方は…

TOEIC®LISTENING AND READING テスト600点突破 100UPトレーニング 2 カ月完成講座
サポート期間…1年間

22,000円

英語を使って実務をこなすレベルの 700 点台を目指したい方は…

TOEIC®LISTENING AND READING テスト700点突破 100UPトレーニング 2 カ月完成講座
サポート期間…1年間

22,000円

確かな実力を身につけて上級者を目指したい方は…

TOEIC®LISTENING AND READING テスト800点突破 100UPトレーニング 2 カ月完成講座サポート期間…1年間
22,000円

TOEFL 対策を基礎から始めたい方は…

TOEFL iBT® TEST 入門 60 突破　 4技能セット 2.5 カ月完成講座
サポート期間…1年間

テキスト付49,900円
テキスト無44,730円

TOEFL iBT® でハイスコアを獲得したい方は…

TOEFL iBT® TEST 80 突破　 4技能セット 4～5カ月完成講座
サポート期間…1年間

テキスト付145,000 円
テキスト無134,440 円

Writing の Independent Task 対策にじっくり取り組みたい方は…

TOEFL® テスト Writing［レギュラー］ 3～6カ月完成講座
サポート期間…1年間

41,000 円　

※キャリアアップコースには、この他にも多数のラインナップがございます。詳しくはWebサイト（https://www.zkai.co.jp/ca/）をご覧ください。

TOEIC®講座 −目標スコアに直結！

−技能別学習法で実戦力を磨くTOEFL®講座

受講料（税込）弱点をピンポイントで克服し、本番での実戦力を高めたい方は…

TOEIC® テスト Adaptie 通常版（1 年版） サポート期間…1 年間 30,500円

TOEIC® テスト Adaptie 6 カ月版 サポート期間…6 カ月 18,500円

心
理
系
大
学
院

心
理
系
大
学
院
パ
ッ
ク［
英
語
基
礎
編
］／
心
理
系
大
学
院
パ
ッ
ク［
英
語
徹
底
復
習
編
］
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Z会で学んでここがよかったZ会で学んでここがよかった

添削指導のおかげで自分の弱点がわかるようになった。…

東北大学大学院
薬学研究科

（2021年春入学）

【受講講座】
理系のための大学院英語

合格

テキストの「心理専門Step Master」は、それぞれの用語が簡潔に要点をとらえてまとめられてい
たため、知識の再確認と、さらに深めるのにとても役立ちました。関連する概念や用語が視覚的
にまとめられていて、自分の中でバラバラだった知識にリンク付けをすることができて、心理学の
知識全般の学習ができました。
これまで心理学に触れることが少なく、試験前の不安が大きかったのですが、テキストや添削問
題が大きな安心になりました。

心理専門科目の知識を定着させ、体系化して学習できた。

法政大学大学院
人文科学研究科
（2021年入学）

【受講講座】
心理系大学院専門科目

合格

2021年度合格実績
（2020 年度受験）

※「大学院入試講座」「心理系大学院講座」を受講し、2021年入学の合格報告をいただいた大学院の一部を掲載。
その他はキャリアアップコースWebサイトにてご確認ください。

宇都宮大学大学院、大阪大学大学院、神戸大学大学院、筑波大学大学院、東京大学大学院、東京工業大学大学院、
東北大学大学院、名古屋市立大学大学院、一橋大学大学院、一橋大学国際・公共政策大学院、兵庫教育大学大
学院、北海道大学大学院、山梨大学大学院、横浜市立大学大学院

青山学院大学大学院、慶應義塾大学大学院、國學院大學大学院、国士舘大学大学院、駒澤大学大学院、聖心女子
大学大学院、千葉商科大学大学院、帝塚山大学大学院、日本女子大学大学院、佛教大学大学院、法政大学大学院、
法政大学専門職大学院、武庫川女子大学大学院、立教大学大学院、立命館大学大学院、早稲田大学大学院

［国公立］

［私立］

受験までの期間がない中、どうすればよいかをサポートしていただけた。

【受講講座】
研究計画書

筑波大学大学院
ビジネス科学研究群

（2021年春入学）

合格

受講開始から試験までの2カ月間、毎日集中して取り組み、何がどこにかかっているのか
などの文構造を意識して読むことを試験の直前まで徹底しました。
添削指導のおかげで、何がわからなくて、うまく訳すことができていないのかに気づくこと
ができ、自分の解答の癖がわかるようになりました。添削指導を受けて、さらにどのように
したらより良い解答になるのかを自分なりに分析し、わからない点をそのままにせず、何が
わからないのかという点も理解する、という繰り返しが合格の決め手になったと思います。

大学院に行きたいという意思を固めたのが8月でした。インターネットで研究計画書の作成サ
ポートを見つけ作成しましたが、 プロの目で指摘して欲しいと思い、この講座を受講。
研究計画書提出締切まで期間がほとんどなかったのですが、問合せをしたときにZ会の担
当者が、期間は短いものの、どのようにすれば間に合わせることができるかを考えてくださっ
たので安心して受講できました。
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受講手続きのご案内
お申込方法

受講までの流れ

■ Webサイト ［クレジットカード・代引・振込］
詳しくは、Ｗｅｂサイト（https://www.zkai.co.jp/ca/）の「受講申込方法」でご案内
しております。

■ 書店／大学生協 ※詳しくはWebサイトをご覧ください。

Ｚ会契約書店及び契約大学生協で承ります。書店及び生協受付カウンターでお
申込講座をお伝えいただき、受講料金を現金でお支払いください（E-mailアドレ
スの記入が必要です）。

■ 電話 ［代引・振込］
通話料無料…0120-919-996までお電話ください。受付時間は、月曜日～金曜日…午前
10：00～午後3：00（祝日・年末年始を除く）です。お電話では、以下の内容をおたずねします。
メールアドレスなどの登録間違いを防ぐため、Webサイトからのお手続きをおすすめします。

■ 確認メールのお届けについて
インターネット申込の場合は24時間以内、書店・生協申込の場合は、手続き終
了後に確認メールが届きます。確認メールが届かない場合は、アドレスの間違い、
その他の原因で登録されていない可能性がございますので、「キャリアアップ
コース…カスタマーセンター」までご連絡ください。…

■ 教材のお届けについて
ご入金確認後、２～４日程度でお届けいたします。お支払い方法に関わらず、宅配
便でのお届けとなります。代引の場合は、商品お届け時に代金をお支払いください。
※教材のお届けは日本国内のみとさせていただきます。
※志望理由書講座はお届け教材がないため、会員証を郵便でお送りします。

● 解約について
P25の「申込規約」にて詳しいご案内をしております。「申込規約」の「解約につい
て」をご覧いただき、ご同意いただいた上でお申し込みください。

● 申込規約・個人情報の取り扱いについて
受講申込の際には、P24 ～25の「申込規約」「Ｚ会ＣＡ個人情報の取り扱いに
ついて」をご覧いただき、ご同意いただいた上でお申し込みください。

申込講座／氏名／保護者住所・氏名（未成年の方のみ）／生年月日／性別／住所／電話
番号／E-mailアドレス／講座について何でお知りになったか

書店・生協支払い／
クレジットカード支払い／代引の場合 振込の場合

お 申し 込 み

確 認 メー ル 到 着

教材・会員証発送（一括送付）

受 講 スタート

払込用紙（請求書）到着
コンビニエンスストア・ゆうちょ銀行・郵便局にてお振込

受 講 スタート

教材・会員証発送（一括送付）

お支払い方法
■ クレジットカードでのお支払い

●…VISA・Master・UC・JCB・AMEXいずれかのマークが入っているカードはすべて
ご利用いただけます。お支払い方法は、「一回・リボルビング・分割」のいずれかのご
利用に限らせていただきますのでご了承ください（AMEXは1回・分割のみ）。

●…受講代金は各クレジットカード会社の会員規約に基づき、通常のカードご利
用代金と同様に決済されます。

●…クレジットカードでの与信が通らなかったお客様は、払込方法選択画面にて
カード情報を再度ご確認いただくか、他のお支払い方法をお選びください。

●…お支払い方法などの、詳細・ご不明点は所属カード会社にお問い合わせください。

■ 代金引換 【手数料無料】
●…商品お届け時に講座代金をお支払いいただきます。お届け時間帯の指定はで
きませんが、夜間（午後6:00 ～午後9:00）のみ指定可能です。

■ 払込用紙でのお支払い
ご入金確認後の教材発送となりますので、教材到着までにお時間がかかります。
●…お申し込みから１週間以内に弊社より専用の払込用紙（請求書）をお送りいたします。

●…払込用紙（請求書）にはご請求金額・お支払い期限（払込用紙到着後約2週間）
が印字されています。Ｚ会より払込用紙（請求書）が届きましたら、お支払い期
限までに（1）ゆうちょ銀行・郵便局（2）セブン‐イレブン・ファミリーマート・ロー
ソン･ミニストップのいずれかよりご送金ください。
　※送金手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
　※お手続きから弊社の入金確認までに数日要します。

●…ゆうちょ銀行・郵便局からのご送金の場合、「電信」扱いはご利用できません。…
ATMにて「文書」扱いでお願いします。

●…お支払い期限までにご入金いただけない場合は、キャンセル扱いとさせていた
だく場合がございます。

本講座は前払いシステムとなっております。お急ぎの方は、クレジットカード・代引でのお支払いをおすすめいたします。

※志望理由書のみのお申し込みの場合、「代金引換」はご利用いただけません。
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各種特典 ※詳細はWebサイトをご覧ください。

代 理 店 割 引

TOEIC®LISTENING…&…READING公開テスト…団体一括申込

合格お祝い特典

複数申込特典

OBOG会員特典
※キャリアアップコース新入会の方限定

リピート申込特典

友人紹介特典

キャリアアップコースの指定書店及び指定大学生協の窓口でのお申し込みは、受講料が5％OFFになり
ます。

同時に複数の講座をお申し込みいただくと、2講座目以降に対して、1講座につき図書カードNEXT…1,000
円分を差し上げます。

キャリアアップコース会員の方が、追加で講座を申し込まれる場合、追加申込1講座につき図書カード
NEXT…1,000円分を差し上げます。

Z会のサービスを利用したことがある方（現会員含む）が、初めてキャリアアップコースの講座を申し込まれる
場合、図書カードNEXT…1,000円分を差し上げます。※お申込時に高校コース時の会員番号を入力してください。

キャリアアップコース現会員（マイページ有効期間内）の方からのご紹介で、ご家族・お友達がキャリアアップコー
スに入会されると、入会者・紹介者それぞれに図書カードNEXT…1,000円分を差し上げます。

キャリアアップコース現会員（マイページ有効期間内）の方は、TOEIC®LISTENING…&…READING公開テスト…
団体一括申込を団体価格でお申し込みいただけます。

講座を受講いただき、各大学院入学試験受験後に、専用フォームより合格報告をいただいた方には、図書
カードNEXT…2,000円分を差し上げます。
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受講手続きのご案内

Ｚ会ＣＡ 個人情報の取り扱いについて

1.事業者名
株式会社Ｚ会ＣＡ

2.個人情報保護管理者
個人情報保護管理責任者
連絡先…:…privacy_ca@zkai.co.jp

3.個人情報の利用目的
a.開示対象個人情報
（1）サービスご利用のお客様
イ．Ｚ会グループ企業（注）の商品・サービス・催事・求人等
のご案内

（注）Ｚ会グループ企業の詳細につきましては、Webサイト
（https://www.zkai.co.jp/home/policy/group/）をご
覧ください。
ロ．ご契約いただいたお客様に対する、教材発送・答案返
送などのご契約内容の履行、お問い合わせ・ご相談へ
の応答、意欲喚起のための活動、ご利用結果の測定、
その他附帯サービスの提供。ただし、必要な情報をご
登録いただけない場合、一部サービスのご提供ができ
ない場合がございます。

ハ．商品・サービスの開発、改善のための調査・研究（アン
ケート送付など）

（2）…（1）.以外のお客様
イ．Ｚ会グループ企業の商品・サービス・催事等のご案内、
請求資料の送付、お問い合わせ等への応答

ロ．商品・サービスの開発、改善のための調査・研究（アン
ケート送付など）

（3）添削者
委託業務に関する事務、連絡

（4）…採用応募者
採用選考、連絡

（5）従業者情報
勤務管理、人事給与、福利厚生、社会保険、連絡等

b.直接書面以外の方法によって取得した個人情報
（1）受託業務でお預かりした個人情報

受託業務遂行
（2）通話録音情報

通話内容の確認、電話応対の品質向上

4.個人情報の提供について
お客様の個人情報は、以下のいずれかに該当する場合を除
き、第三者に提供いたしません…。また、提供する際も必要最
低限の情報のみを提供します。
a.…お客様あてにサービスや各種発送物をお届けしたり、ご連
絡を差し上げたりするため、社外の協力会社等へ業務を

委託する場合
b.…お客様の同意がある場合
c.…法令に基づく適正な提供要求があった場合

5.個人情報の委託について
4.a.の目的でお客様の個人情報を取り扱う業務を協力会社
等に委託する場合、委託先の選定基準を満たす業者に委託
し、その取り扱い基準を定め、適切な教育・指導・監督を行う
とともに、委託業務に関して契約を取り交わし、機密保持に
ついても契約に盛り込みます。

6.個人情報の共同利用
Ｚ会グループ企業（注）において、個人情報を共同して利用い
たします。
（注）Ｚ会グループ企業の詳細につきましては、Webサイト
（https://www.zkai.co.jp/home/policy/group/）をご覧く
ださい。
a.…共同利用する個人情報の項目
本人…氏名、保護者氏名、住所、電話番号、ファックス番号、
メールアドレス、生年月日、性別、在学校、志望校、申込情報、
成績情報等

b.…共同利用する者の範囲
Ｚ会グループ企業

c.…利用目的
（1）…Ｚ会グループ企業の商品・サービス・催事・求人等のご案

内
（2）…ご契約いただいたお客様に対する、ご契約内容の履行、

お問い合わせ・ご相談への応答、意欲喚起のための活動、
ご利用結果の測定、その他附帯サービスの提供

（3）…商品・サービスの開発、改善のための調査・研究（アンケー
ト送付など）

d.…共同利用について責任を有する者の氏名又は名称
株式会社Ｚ会

e.…取得方法
Web・郵送・対面等により、本人から直接書面によって取
得
電話等で、本人から直接書面によらない取得

7.個人情報の利用停止、訂正の手続き
お客様からご本人の個人情報について、利用目的の通知、開
示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第
三者への提供の停止（開示等といいます）のお申し入れがあっ
た場合、以下のとおり対応させていただきます。
※個人情報の漏洩防止のため、個人情報の開示ならびに訂
正等のお申し入れを受けた際には本人確認をさせていただき
ます。ご本人確認ができない場合には、ご要望にお応えでき
ない場合があります。

a.利用目的の開示、個人情報の開示につきましては、所定の
手続きによりお申し出いただくこととなります。その際は、
事務に要する必要な費用をご負担いただくこととなります
ので、予めご承知おきください。なお、お手続きの詳細につ
きましては、Webサイト（https://www.zkai.co.jp/home/
policy/detail/）をご覧ください。

b.Ｚ会グループからのご案内について、送付停止のご要望を
いただいた場合は、ご連絡いただき次第、停止のお手続き
の間に合う時点から送付を停止いたします。
※…Ｚ会グループからのご案内の送付停止の手続きは迅速
に行いますが、すでに発送準備を終えていた場合、間に
合わないことがあります。

c.個人情報の誤りに関して訂正のご連絡をいただいた場合、
所定の手続きによりお受けいたします。

d.個人情報の開示等のお申し出にお応えできない場合は、理
由を明らかにして回答させていただきます。

8.…苦情の解決の申し出先
株式会社Ｚ会ＣＡ　個人情報保護担当
MAIL…:…privacy_ca@zkai.co.jp

9.Cookieの使用について
Cookieという技術を使用しますと、Webサイトと利用者のコ
ンピュータの間で情報をやり取りすることにより、利用者の訪
問記録を取得したり、利用者ごとに表示を切り替えたりするこ
とが可能になります。Ｚ会グループのWebサイトでは、Cookie
をWebサイトの利用状況（訪問回数等）を把握するために使っ
ていますが、Cookieを利用した個人情報の収集は行っており
ません。
また、Ｚ会グループでは、弊社以外のWebサイトにバナー広
告等を出すことがありますが、その場合は広告を掲出している
WebサイトのCookieのルールに従います。ブラウザの設定を
変えてCookieを受け入れないようにしたり、保存された
Cookieを削除したりすることができます。

10.お預かりする個人情報について
個人情報をお預けいただくかどうかはお客様の任意です。
ただし、必要な情報をご登録いただけない場合、一部サー
ビスのご提供ができない場合があります。また、Cookieを
受け入れない設定にした場合、サービス内容によっては、機
能の一部に制限が発生したり、サービスを利用できなくなっ
たりすることがあります。

11.お問い合わせ窓口
●「個人情報」に関するお問合わせ窓口…
　株式会社Ｚ会ＣＡ　個人情報保護担当…
　MAIL…:…privacy_ca@zkai.co.jp
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※本誌記載の価格・内容については、2020年12月1日現在のものです。

カスタマーセンター

キャリアアップコースWebサイト
キャリアアップコースお問い合わせ 

w w w. z k a i . c o . j p /c a /
E -ma i l：c a@zka i . c o . jp

Z 会  キャリアアップコースZ 会  キャリアアップコース

Ｚ会ＣＡ　〒411- 0033……静岡県三島市文教町1-9 -11 TEL：0120 -919 -996 通話料無料（　　　　　          ）（　　　　　          ）月曜日〜金曜日 午前10：00〜午後3：00 
祝日・年末年始を除く

1.…定義
本規約は、株式会社Ｚ会CA（以下「当社」という）の「キャリア
アップコースのWebサイト（URL:https://www.zkai.co.jp/
ca/）…」（以下「本件サイト」という）を通じて、本規約に基づき
サービスを利用する方（以下「会員」という）に提供する全ての
商品ならびにサービス（以下「本サービス」という）に適用され
ます。

2.…著作権の取り扱い
本サービスに関連して提供される情報その他の著作物（以下
「著作物等」という）に関する権利は、当社または当該著作物
等の著作権者に帰属します。会員は、当社の事前の書面によ
る承諾を得ずに、著作物等を複製、公衆送信、頒布、翻案、翻
訳、及び二次的著作物への利用等を行うことはできません。

3.…必要となる機器等
会員は、本件サイトを通じて本サービスを受けるにあたり、必
要なパーソナルコンピュータ、通信機器、ソフトウェア、インター
ネット接続環境などを、自己の費用と責任で準備及び維持す
るものとします。…
　
4.…お申込について
お申込は本件サイトの「申込フォーム」にて承りますが、その他
の方法であっても当社が異議なく受諾した申込については、こ
の申込規約に従う申込として取り扱います。

5.…お支払いについて
本サービスのお支払いは前払いシステムです。お支払い方法は
クレジットカードでの決済、振込、代金引換、指定書店・大学
生協・大学内書店のいずれかとなります。振込の場合には、お
届けする払込用紙（請求書）所定の期日必着でゆうちょ銀行・
郵便局または当社指定のコンビニエンスストアで送金手続き
を済ませてください。なお、お支払いに要する手数料などは会
員にご負担いただきます。

6.…解約について
解約条件・返金額はお申込講座によって異なります。以下をご
確認ください。
●紙のテキストがある講座
教材到着後、2週間以内に教材をご返品（Z会必着）いただ
ければ、解約・返品を承ります。教材到着から2週間を経過
した後の解約・返品は、理由の如何を問わずお受けいたしか
ねます（教材の乱丁・落丁による交換の場合は2週間を経過
した後も承ります）。
※解約・返品は、教材が未使用の場合に限り承ります。
※教材返送料と返金手続きにかかる金融機関への振込手
数料は会員負担とさせていただきます。
※一度でも会員マイページにログインしている場合は、教材
使用済みとみなします。
※返品前に必ずＺ会キャリアアップコースカスタマーセン
ターまでご連絡ください。

●紙のテキストがない講座
お手続き完了後にお届けする会員証（発行日・講座名等が
記載された書類）到着後、2週間以内にＺ会キャリアアップ
コースカスタマーセンターまでご連絡いただければ、解約を

承ります。
会員証到着から2週間を経過した後の解約は、理由の如何
を問わずお受けいたしかねます。
※返金手続きにかかる金融機関への振込手数料は会員負
担とさせていただきます。　
※一度でも会員マイページにログインしている場合は、使用
済みとみなします。　

返金方法はお支払い方法により異なります。詳しくは、
Ｚ会キャリアアップコースカスタマーセンター
（通話料無料…0120-919-996）までお問い合わせください。

7．会員番号・パスワード
会員は、本サービスを利用するための会員番号及びパスワード
を自己の責任で使用及び管理するものとし、これらが第三者に
使用されたことにより生じた損害については、当社は責任を負
いません。

8．同意事項
会員は、本サービスを利用するにあたり、以下の各項について
同意するものとします。
（1）本サービスの利便性を向上させるために、会員による本

サービスへの接続時に当社がCookieを利用すること
（2）自動的に会員のアクセスログ（アクセス日時、閲覧したペー

ジ、IPアドレス等）を取得することおよび、取得したアクセ
スログと当社が保有する会員の個人情報とを組み合わせ
て、本サービスの円滑な運営のために利用すること

（3）本サービスの利用において会員が入手する情報の安全性・
確実性・信憑性・有効性その他、情報の評価に関し、当社
が一切の責任を負わないこと

（4）会員の自己責任において、コンピュータ・ウィルスの感染予
防の措置を講じるものとし、当社がウィルス感染を回避す
る保証を与えるものではないこと

（5）本サービスにおいて、会員ごとに蓄積された学習履歴や学
習データを、個人を特定できない形で第三者に提供し、当
社のサービス向上のために利用すること

（6）本サービスにおいて、会員ごとに蓄積された学習履歴や学
習データは、当社の定める一定の期間後に消去され、本
サービスのアプリ内で閲覧できなくなること。その期間に
ついては、当社の定めるものとし、会員への告知は特段の
場合を除き行わないこと

9．遵守事項
会員は、本サービスの利用について次に挙げる行為をしてはな
りません。いずれかに該当する行為を行った会員に対し、当社
は何らの予告・通知もなく、本サービスの利用を差し止めるこ
とができるものとします。その場合、違反行為をした会員は利
用を差し止められたことについて、何らの異議を唱えないもの
とし、また何らの補償・賠償・補填・代償・支払済受講料の返
却も求めることはできないものとします。
（1）当社及び第三者の通信の秘密またはプライバシーを侵害

する行為
（2）当社及び第三者を誹謗、中傷し、または差別する行為
（3）当社及び第三者が権利を有する著作権、商標権等の知的

財産権（知的所有権）を侵害する行為
（4）本件サイト上の情報等を無断で改ざん・消去等する行為

（5）当社が許可しない勧誘・宣伝・販売などの会員本人または
第三者の営利を目的とする行為

（6）他人の会員番号及びパスワードを盗用し不正に使用する
行為

（7）本件サイトならびに当社が運営・管理するホームページ、
データベース等への不正接続行為

（8）本件サイトを利用してコンピュータ・ウィルス、わいせつ図
画などの有害データを掲示・配布・送信する行為

（9）わいせつ、残虐、暴力、犯罪、中傷、その他の公序良俗に反
するホームページへリンクする行為

（10）本サービス運営に支障をきたす行為、または当社及び第
三者の権利・利益を害する行為として当社が判断する一
切の行為

（11）その他、本規約に定める義務に反する行為、または本サー
ビスを妨害する一切の行為…

10．守秘義務
当社は、「個人情報の取り扱いについて」（別項）に基づいて、
会員の個人情報を取り扱います。本サービス利用中はもとより
本サービス利用終了後においても、必要な限度を超えて利用
せず、第三者に個人情報を提供することはありません。なお、
当社からの会員にあてた当社の提供する商品・サービスのお
知らせを差し上げることについては、特にお申し出が無い限り、
ご異議がないものとさせていただきます。

11．本サービスの一時停止、廃止
（1）当社はいつでも本サービスの一時停止または廃止を行う

ことができます。
（2）前項の場合、緊急を要する場合を除き、事前に本サービ

スの利用画面上に表示するなど、当社が適当と判断する
方法によって会員に通知します。なお、サービス一時停止
に関しては、受講料金の返却は行いません。

12．本サービスの変更
当社の都合により、本サービスの全部または一部を変更する
ことがあります。その場合は、会員に対し、前項（2）と同様の
方法によって事前に通知します。但し、緊急の場合を除きます。

13．免責
天災、事変、その他の不可抗力や第三者の故意など、当社の
責任によらない原因によって、本サービスに障害が生じたり、
損害を受けることがあっても、当社は一切その責任を負いませ
ん。

14．準拠法・管轄
本サービスに関して、本規約に定めの無い事柄については、会
員の住所・ネットワーク接続地にかかわらず、日本国の法令の
定めによります。また、本サービスに関する訴訟に関しては、当
社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄
裁判所とします。

※ここに記載された申込規約は2015年1月16日より効力を発
するものとします。

申込規約

※本申込規約は予告なく変更することがあります。最新情報はキャリアアップコースＷｅｂサイト（URL:…https://www.zkai.co.jp/ca/rule/agreement/）にてご確認ください。

「Ｚ会の通信教育 共通利用規約」はＷｅｂサイト（https://www.zkai.co.jp/z-app/rule-tsuushinkyouiku/）にてご確認ください。
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