
選抜クラス設置講座
●英数国は３教科総合選抜。●理科は単科選抜。 ●英数は2教科総合選抜。●理科は単科選抜。

※講座の詳細はP.13以降をご覧ください。

 「選抜クラス」の受講資格の認定について

「選抜クラス」の受講資格を認定した方で、「選抜
クラス」には通えない方のために、「選抜優待生」
制度があります。「選抜優待生」の資格は2019
年度終了時まで有効なので、年度を通してレベル
の高い東大・医学部志望者と切磋琢磨できます。

「選抜クラス」の認定基準に「もう一歩」という方
を「準優待生」に認定します。「選抜クラス」の受
講資格取得に向けたアドバイスも行います。積
極的にレベルアップをめざしましょう。

お電話・教室窓口・Z会の教室Webサイトにてお申し込みください。

以下のテスト・模試でも「選抜クラス」の受講資格の認定が可能です。

お電話・教室窓口では各試験日前日まで、Z会の教室Webサイトでは3日前まで承ります。

該当者には「認定票」を郵送します。

※試験は各回1回に限り、受験することが可能です。 
試験実施後、1週間程度で結果をご連絡いたします。答案は返却いたしません。

選抜試験
※受験料無料

選抜優待生
のご案内

 準優待生
のご案内

選抜試験
以外

1講習・一部の特講を、優待料金にて受講できます。
2本科入会金を5,000円控除します。
3Z会東大進学教室の自習室を利用できます。利用の際には、

専用会員証を受付にご提示ください。
認定者には、「選抜クラス生・選抜優待生専用会員証」と「認定票」
をお送りします。

特典

認定方法

1講習・一部の特講を、優待料金にて受講できます。
2 Z会東大進学教室の自習室を利用できます。
　利用の際には、専用会員証を受付にご提示ください。

認定者には「準優待生専用会員証」と「認定票」をお送りします。

特典

認定方法

ご注意ください

■ スケジュール
第1回選抜試験 2018年11月25日（日）／12月9日（日）／12月16日（日）

第2回選抜試験 2019年1月8日（火）／1月12日（土）／2月24日（日）

第3回選抜試験 2019年3月16日（土）／3月31日（日）／4月21日（日）

第4回選抜試験 2019年5月26日（日）／7月14日（日）

第5回選抜試験 2019年8月17日（土）

テスト名 認定科目
Ｚ会の教室  高2第２回実力テスト（2018年12月） 英語・数学・国語

Z会の教室  高2学年末実力テスト（2019年3月） 英語・数学・国語

Z会東大テストゼミ（2019年2月・5月・7月） 英語・数学・国語

■ 試験科目・時間
物理 11：30〜12：00（30分）
化学 12：10〜12：40（30分）
英語 13：00〜13：50（50分）
数学 14：10〜15：00（50分）
国語 15：20〜16：40（80分）

御茶ノ水教室 渋谷教室 新宿教室会場

2018年度 高2生で「選抜クラス」を受講している方が、2019年度高3・受験生対象の「選抜クラス」を受講する場合は、改めて受講資格の
認定が必要になります。対象となる試験を必ずご受験ください。

東大志望者で「選抜クラス」の英語・数学・国語受講希望者は3教科総合選抜、
医学部志望者で「選抜クラス」の英語・数学受講希望者は2教科総合選抜、
物理・化学はそれぞれ単科選抜です。

選抜クラスの特長

【 試験範囲 】
高校で学習する全範囲
※ 理系数学は、数学Ⅲを含みます。
※ 国語は現代文・古文・漢文を出題します。

物理：力学中心／化学：理論中心

英数国

理科

選抜試験
サイト

他社主催のハイレベルな模試（記述式）からも受講資格の認定が可能です。
認定が可能な模試については、お問い合わせください。

「模試成績からのエントリーフォーム」でも
お問い合わせができます。

Ｚ会プレミアクラス生の方は、選抜優待生に認定します。「選抜クラス」の英語・数学・国語の受講資格を認定します。

選抜クラス
東大・難関国公立大医学部の現役合格をめざす、
トップレベル生のための特別選抜クラス。

選抜東大クラス英語 E3JS
選抜東大・医学部理系数学 M3JSA
選抜東大クラス文系数学 M3JSB
選抜東大クラス国語 L3JS
選抜東大・医学部物理 * P3JS
選抜東大・医学部化学 * C3JS

選抜医学部英語 E3VS

選抜東大・医学部理系数学 M3JSA

選抜東大・医学部物理 * P3JS

選抜東大・医学部化学 * C3JS

東大志望者向け 医学部志望者向け

担当講師が添削
授業担当講師による添削指導により、
受講生一人ひとりの理解度、
表現上の問題点などをチェックします。

担当講師と個別に面談

東大・難関大医学部入試に精通した
担当講師との個別面談を各期に1回実施。
学力到達度を確認します。また進路・
学習アドバイザーとの面談も随時可能です。

1教科に偏らない総合力の養成 英語・数学・国語（または英語・数学）は総合選抜、理科は単科で、
合格に必要な総合力を伸ばします。

季節講習も含めた通年での開講 季節講習も「選抜クラス」を設置するため、
年間を通して少人数制クラスで切磋琢磨できます。

優待制度 一部の特講を無料または優待料金で受講できます。
本科入会金を5,000円控除します。

合格した
先輩からの
メッセージ

先生方や受付スタッフの方々が顔と名前だけでなく志望大学・在籍高校・模試の成績・受講講座・得意分野と苦手分野…
など多くのことを把握して、自分にあったアドバイスをしてくださったことがありがたかったです。選抜クラスでは人数が
少ないためか、クラスメート同士や先生との距離が近く、間違うことを恐れずに積極的に発言できるような雰囲気が心地
よくて、毎週の予習のモチベーションを保つことができました。また、空き教室が自習室として開放されていたので、授業
前や授業の合間に少しでも長く自習できたことも助かりました。

東京大学 文科一類 合格　日比谷高校卒業 N.T.さん

＊物理・化学の選抜クラスは、春期講習より開講します。
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