ガゼット沖縄 首里教室 募集要項 【H30年度版】
【首里教室】（TEL）098-882-2588

那覇市首里汀良町1-18-1

【小学部・通常授業】
学年

月額受講料

曜日

科目

時間帯

曜日

科目

時間帯

17,000 円

水

国・算・理

１６：５０～１８：５０

金

国・算・社(※)

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

１６：５０～１８：５０

木

算・国・理・社

１７：００～２１：１０

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

(18:30～18：50食事休憩）

木

算・国・理・社

１７：１０～２１：２０

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

(18:40～19：00食事休憩）

金

算・国・理・社

１７：００～２１：３０

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

(18:30～18：50食事休憩）

クラス

LE

小４

（税込18,360円）

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

※小4LEクラスは、＜受験ゼミ＞（【月】16：50～18：50実施）も併せて受講をお勧め致します。

HI

23,000 円

LE

22,000 円

（税込24,840円）

火

算・国・理・社

１７：００～２１：１０

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

(18:30～18：50食事休憩）

火

算・国・理・社

１７：１０～２１：２０

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

(18:40～19：00食事休憩）

小５
（税込23,760円）

※＜受験ゼミ＞（【月】17：00～21：10実施）も併せて受講をお勧め致します。

LE

23,000 円

水

（税込24,840円）

算・国・理・社

１７：００～２１：３０

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

(18:30～18：50食事休憩）

※小6LEクラスの＜受験ゼミ＞（【月】17：00～21：30実施）・＜必勝講座・受験特訓＞【土】（9：40～14：30実施）は原則受講となります。

小６

開邦

18,000 円

文系

火

（税込19,440円）

１７：００～１９：００

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

理系

水

１７：００～１９：００

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

※小6開邦クラスの＜適性対策ゼミ＞（【金】17：10～21：40実施）は原則受講となります。

※ 小4 社会は、夏季講習会から指導致します。
※ 季節講習会期間（春季（3/27～4/6）・夏季（7/21～8/31）・冬季（12/23～1/4））は、上記通常授業はございません。季節講習会期間特別の時間割となります。
※ 通常授業は授業回数による月額受講料の調整はございません。

（小学部・指導関連費）
学年

指導関連費

納期
（前期）

指導関連費 内訳

21,600円（税込）

小４
（後期）

（前期）

29,484円（税込）
26,730円（税込）

小５
（後期）

（前期）

小６
（LE）

（後期）

（前期）

小６
（開邦）

（後期）

30,888円（税込）
29,214円（税込）
20,520円（税込）
+テキスト代（後期分）
24,570円（税込）
19,872円（税込）

テキスト代

8,640円（税込）

前期+通年で使用するテキスト代

テスト会費

6,480円（税込）

プリント代

3,240円（税込）

月額648円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

3,240円（税込）

月額648円（税込）×5ケ月（3～7月）

テキスト代

10,368円（税込）

後期で使用するテキスト代

テスト会費

11,340円（税込）

【塾内テスト】 3,780円（税込） × 3回

【塾内テスト】 3,240円（税込） × 2回

プリント代

3,888円（税込）

月額648円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

3,888円（税込）

月額648円（税込）×6ケ月（9～2月）

テキスト代

10,530円（税込）

前期+通年で使用するテキスト代

テスト会費

7,560円（税込）

【塾内テスト】3,780円（税込） × 2回

プリント代

4,320円（税込）

月額864円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

4,320円（税込）

月額864円（税込）×5ケ月（3～7月）

テキスト代

9,180円（税込）

後期で使用するテキスト代

テスト会費

11,340円（税込）

【塾内テスト】3,780円（税込） × 3回

プリント代

5,184円（税込）

月額864円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

5,184円（税込）

月額864円（税込）×6ケ月（9～2月）

テキスト代

10,854円（税込）

前期+通年で使用するテキスト代

テスト会費

7,560円（税込）

【塾内テスト】3,780円（税込） × 2回

プリント代

5,400円（税込）

月額1,080円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

5,400円（税込）

月額1,080円（税込）×5ケ月（3～7月）

テキスト代

後期にて案内

後期にて案内

テスト会費

7,560円（税込）

【塾内テスト】 3,780円（税込） × 2回

プリント代

6,480円（税込）

月額1,080円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

6,480円（税込）

月額1,080円（税込）×6ケ月（9～2月）

テキスト代

9,990円（税込）

前期で使用するテキスト代

テスト会費

3,780円（税込）

【塾内テスト】 3,780円（税込） × 1回

プリント代

5,400円（税込）

月額1,080円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

5,400円（税込）

月額1,080円（税込）×5ケ月（3～7月）

テキスト代

3,132円（税込）

後期で使用するテキスト代

テスト会費

3,780円（税込）

【塾内テスト】 3,780円（税込） × 1回

プリント代

6,480円（税込）

月額1,080円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

6,480円（税込）

月額1,080円（税込）×6ケ月（9～2月）

※ 上記テキスト代・プリント代は通常授業で活用するテキスト及び確認テスト・補充プリント代となります。
※ 後期（9月）以降ご入会の場合、指導関連費（後期）に加え、通年テキスト代も別途必要となります。
※ 上記テスト会費は塾内テスト費用（「志望校判定テスト」（小5・6LE）・「適性検査」（小6開邦）・「実力判定テスト」（小4）となります。
→なお、小5・6LEクラスの生徒が公立中高一貫中学対応の適性検査を、小6開邦クラスの生徒が志望校判定テストを受験する場合は、別途テスト代が必要となります。
※ 受講管理費は施設管理費・空調管理費・PC管理費・情報冊子費など指導サポート全般に関する費用となります。
※ 上記「指導関連費」は、年間必要分として掲載しています。入会時期により指導関連費を調整致します。

【受験ゼミ・適性対策ゼミ】
学年

クラス

LE

小４

（受験ゼミ）小４～小６LEクラス対象
時間帯

曜日

月額ゼミ受講料

講座名

時間帯・受講料
（時間割） （土） ９：４０～１４：３０

１６：５０～１８：５０

月

【必勝講座・受験特訓・直前ゼミ】小６LEクラス対象

（適性対策ゼミ）小６開邦クラス対象

月授業回数×1,600円 （税込1,728円）

（算・国）

必勝講座

（科目） 4科目

【5/12～7/14（祝祭日休講）】

（回数） 計9回
（受講料） 全クラス・・27,900円

小５

全クラス

１７：００～２１：１０
月

月授業回数×2,800円 （税込3,024円）

（算・国・理・社）
(18:30～18：50食事休憩）

講座名

（時間割） （土） ９：４０～１４：３０

受験特訓
【9/1～翌1/19（祝祭日休講）】

LE

１７：００～２１：３０
月

月授業回数×3,100円 （税込3,348円）

（算・国・理・社）
(18:30～18：50食事休憩）

(税込30,132円）

時間帯・受講料
（科目） 4科目
（回数） 計19回
（受講料） 全クラス・・58,900円

講座名

(税込63,612円）

時間帯・受講料
（時間割） 別途案内

小６
開邦

昭和薬科直前ゼミ

１７：１０～２１：４０
金

月授業回数×3,100円 （税込3,348円）

（適性検査対策）
(18:40～19：00食事休憩）

※ テキスト代が別途必要です。

【実施時期は別途案内】

（科目） そっくり模試 テスト＆ゼミ（算数）
（回数） 全5回
（受講料） 全クラス・・9,000円

(税込）

※ テキスト代が別途必要です。

【小学部・特別模試】
テスト名

昭和薬科
合格判定テスト

概要

テスト名

（対象）

小５～６生

（科目）

４科目

（受験料）

4,000円（税込）

【6月～7月実施予定】

昭和薬科模試
【10月～11月実施予定】

※ 特別模試は実施を予定しておりますが、諸事情により、実施できない場合がございます。予めご了承ください。

概要

テスト名

（対象）

小４～６生

（科目）

小４・・・２科目
小５・６・・・４科目

（受験料）

小４・・・3,000円（税込）
小５・６・・・4,000円（税込）

開邦・球陽中模試
【6月・10月（年2回）実施予定】

概要
（対象）

小５～６生

（検査）

適性検査Ⅰ・Ⅱ
独自検査

（受検料）

小５・６・・・4,000円（税込）

TOPIA

【中学部】・・・個別指導ガゼット

指示されたことをやるのではなく、自分で決めた内容をやりとげるほうが学習効果は高くなると言われています。TOPIA（トピア）の意味はギリシャ語で“場所” 「集中して学習できる場所」「自
分の意思を重視し、自己成長の経験を積む場所」・「生徒と教員が二人三脚で、共通の目標を目指す場所」などTOPIAにはさまざまな想いをこめています。

ハイレベルトピア

＜目標レベル； 開邦高・那覇国際高・那覇高・首里高＞

教科書内容の問題はカバーしつつ、早くから応用問題に重点を置いた学習プログラムに沿っ
て指導します。応用問題を多く経験することで、県内難関高に対応する実力を養成します。月
例テストは基礎+応用レベルで実施。総合的な実力を高められるプログラムとなります。

全生徒一律ではなく、一人ひとりの生徒と向き合い、一人ひとりの生徒の幸福を願って、一人ひとりを「育む」ことを重視する観点から
“1/1の教育”を理念として掲げています。“1/1”とはご父母のみなさまのお子さまに対する愛情や想いを表しています。 わたしたちは、生
徒一人ひとりとの関わりを、限りなくご父母の視点に近づけることを理想としています。
また上記視点とともに、「自立学習」にも注力しています。「１対１」や「１対２」ではなく、
個別指導ガゼットは「１対４」。個別指導のメリットである「すぐに教えてもらえる」は
逆に個別指導の最大のデメリットでもあります。子どもたちが受け身な姿勢で学べば
成績は向上することはありません。適度な指導人数と環境で、子どもたち自らが学ぼう
とする「自立学習」を支援してまいります。

指導概要

指導レベル

月例テスト

★★★～★★★★★

基礎+応用

スタンダードトピア ＜学校成績向上重点プログラム＞
教科書内容を中心に、基礎問題をくり返し学習することで、学校成績を向上させることに重点
を置いた学習プログラムに沿って指導します。月例テストは基礎レベルで実施。重点問題を定
着させるプログラムとなります。

個別指導ガゼットがお子さまにとっての「もう一つの家」の存在となり、生徒たち
一人ひとりの持つ可能性が最大限に引き出されることを目標に全力で指導します。

指導概要

【通常授業時間割】

月例テスト

★★★

基礎

下記一覧表より、受講コマ数分を自由に選択できます。１コマの授業時間は70分です。

コマ数

学年

指導レベル

月額受講料

時間枠

9,600 円

週2コマ

月

19：15～20：25

（税込10,368円）

火

水

木

金

○

○

×

○
自習

定期テスト
対策枠

中１～中３
14,400 円

週3コマ

（時間要相談）

○

20：30～21：40

（税込15,552円）

土

○

×

○

※
※

時間割は一覧表より自由に選択できますが、決定後の曜日・時間帯は毎週固定となります。月曜日は定期テスト対策枠として活用するため、通常授業は選択できません。
指導関連費（テキスト代＋プリント代＋受講管理費）は半期ごとに別途必要です。詳細は別紙「年間受講料のご案内」をご覧ください。
→なお受講管理費とは施設管理費・冷房費・PC管理費・情報冊子費など指導サポート全般に関する費用となります。
※ 週4コマ以上の受講も可能です。週１コマ増加につき、月額受講料が4,800円（税込5,184円）追加となります。
※ 季節講習会期間（春季（3/27～4/6）・夏季（7/21～8/31）・冬季（12/23～1/4））は、上記通常授業はございません。季節講習会期間特別の時間割となります。
※ 中３生は、2/2（土）～3/2（土）の期間にて、毎週土曜日 9：40～14：30にて「直前対策講座」（全5回）を実施いたします。
※ 中３生には外部模試として「プレ入試」を原則受験でお願いしています。

志望校合格をサポート

【指導科目】
時期

コマ数

指導科目

週2コマ

2～4科目（生徒進度により決定）

通常授業時
週3コマ以上

定期テスト対策時

共通

4～5科目（生徒進度により決定）
5科目

個別指導ガゼットTOPIAでは、「学校の成績を向上させたい！」・「受験対策として実力をUPさせたい！」などさまざまな要望に
お応えします。教科書準拠ワークで学校内容を復習したり、学校の教科書やプリントの分からないところを質問したり、学校の内容
に直結した指導で内申点向上を目指すことも、受験に向けた本格的な実力を養成することも可能です。

（定期テスト範囲を指導します）

【特別コース】
”速読・速解力講座”

”ネイティブ英語講座”

”土曜特別講座”

（小3～中3生対象）

（小3～小6生対象）

（中3生対象）

※ 入塾ガイドP9に掲載

※ 入塾ガイドP10に掲載

→より詳しい資料として「速読講座」案内文も用意しています。
→ご希望の方は担当にお伝えください。

→より詳しい資料として「ネイティブ英語講座」案内文も用意しています。
→ご希望の方は担当にお伝えください。

（コース）

速読・速解力向上コース（小3～中3対象）

（時間）

1回につき30分の講座となります。

（時間）

（時間割）

個別設定となります。担当とご相談ください。

（時間割）

（会場）

ガゼット各教室にて受講。

（会場）

（受講料）

月額5,000円（税込5,400円）

（指導関連費）

不要

（速読・速解力向上トレーニングが中心プログラムとなります）

（コース）

シェーン英語プログラム（小3～小6対象）
（シェーン英語プログラムに基づくネイティブレッスン+日本人英語講座）

1回につき100分の講座となります。

※ メディカルガゼットが提供する公立中3生対象のハイレベル講座
→詳細は、メディカルガゼット安里教室0120-41-1476までお問い合わせください。

（コース）

土曜特別講座（中3対象）
（県内トップレベル高を目指す公立中3生対応プログラム）

（科目）

英語・数学・速読英語

（時間割）

（土）15：00～17：55 ※月2回ペースでの実施

新都心・浦添・中部教室にて開講。

（会場）

メディカルガゼット安里教室

（受講料）

月額6,500円（税込7,020円）

（受講料）

月額9,000円（税込9,720円）

（指導関連費）

半期ごとに別途8,000円（税込8,640円）が必要

（指導関連費）

不要

※各講座ともに、年間スケジュールに基づき実施しております。詳細は各コースの募集要項をご覧ください。

（土）10：00～11：40
※年間35回（ネイティブ18回・日本人英語講座17回）での実施

