
［幼児部・小学部］

コース案内２０２３
福岡エリア版

LET’S LEARN WITH US.

１人ひとりの成長をみつめて

幼児部
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カ年一貫教育。

ガゼットは年少から小学3年生までの「6カ年一貫教育」。

幼少期の学習は幼児教育の専門家「ガゼット」へお任せください！

ガゼットプライマリーメソッド

アフター

フォロー

（年長限定）

定着の

３サイクル
システム！

何回もの繰り返し指導で

苦手を克服！

何を学ぶ

サイクル01

サイクル02

サイクル03

どのように

学ぶ

志望校合格は、お子様が大きく成長し、将来、社会で活躍していくためのひとつのステップです。ガゼットで

は「志望校合格」とともに、合格の先をみつめた教育を実践してまいります学齢に応じた最適な学習プログラ

ムをベースに、効果的な学習サイクルで志望校合格を強力にサポートします。

小学

受験
年少

年中
年長

小学生

小学
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ガゼットが提供するコンテンツ PART１

年少コース ４月１日時点で３歳。

誕生日が来て４歳のお子様。

早期からの体感を重視した指導と多彩なグッ

ズの活用で「発見・感動」を実現します。学

習への興味・関心を持たせるガゼットメソッ

ドで、年少時期だからこそ育むことのできる

学習領域を確実に伸ばします。

年中コース ４月１日時点で４歳。誕生日が来て５歳のお子様。

２カ年一貫の指導で体感を重視した具体的操作による思考から、小

学校受験に必要な論理的思考へ橋渡しをします。小学校受験で求め

られる知識や考え方を系統的・段階的に指導します。また、発表や

面接に必要な言語力を養成します。

年長コース ４月１日時点で５歳。誕生日が来て６歳のお子様。

幼児部

福岡教育大附属小・西南学院小をはじめとする福岡県下の小学校入試の傾向や変遷を徹底的に

分析し、合格のための総合カリキュラムを作成。県外の難関小学校へも対応します。

【個別レッスン】

先生と1対1の授業で

苦手を克服！

【種目別対策講座】

附属受験型

学校が求める子ども像をもとに、入試

問題の傾向や変遷を徹底的に分析して

合格に向けて指導します。個別発表・

個別指示行動・集団行動観察に万全を

期します。

西南受験型

西南学院小をはじめとする福岡県下の私立小

の入試の精密な分析をもとに総合カリキュラ

ムを作成。筆記・面接などの対策だけではな

く、保護者のための入試アドバイスもおこな

います。

【志望校別対策シリーズ】

・面接、指示行動コーズ ・筆記コース

・巧緻コース ・受験運動コース

・三者面接コース

ご家庭では指導の困難な種目を

少人数で徹底指導！
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ガゼットが提供するコンテンツ PART２
２

小学部
プライマリーコース

全国レベルの中学受験に対応できる

学力の礎を築く

小学校受験でつちかった学習習慣や学習

姿勢をもとにさらなる可能性の拡大！生

徒一人ひとりの学習状況を把握しながら、

最適な学習法にて指導をおこない、中学

校受験に必要とされる能力を段階的に育

みます。

家庭学習を習慣化させるために、

復習オリジナルプリントを毎日

こなしてもらい、毎回添削して

学習内容を定着させていきます。

1週間の家庭学習を

管理・アドバイス
読書指導 学習のねらいを

明確にした教材群

読書はあらゆる教科学習の基

礎になります。小1、小2にふ

さわしい良書のライブラリー

を備えています。また、準備

学習や季節講習会の期間は読

解力を磨くための読書の時間

を設けています。

全国レベルの塾専用テキストを

使用し、全国模試やガゼットオ

リジナル習熟度テストを実施し

ます。学年・習熟度に応じた学

習内容の徹底定着と応用力の育

成を図ります。

小１ 小学校受験で身につけた学習習

慣や学習姿勢を継続させ、自ら

学ぶ子を目指します。

小２ 「自立」を促し、積極的に自ら

考えて行動できる子を育てます。
小３ 高学年で飛躍的に羽ばたくための「自

律学習力」を養います。

・国語・算数の基礎力の徹底

・読解力の養成、漢字、語彙

・かけ算、単位変換、時こく・時間の習得

・学習の基礎となるスムーズな読み、書き、計算の指導

・読書習慣の養成・ひらがなの長音表記、ひらがな・

片仮名の使い分け

・足し算、引き算、繰り上がり・繰り下がりの筆算

・中学受験レベルの実戦問題へ対応できる応用力の

養成

・長文読解、知識分野の充足

・応用問題、特殊算への挑戦
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ガゼットが提供するコンテンツ PART３
２
算数特訓

成長著しい幼少期の発達時期にあわせたカリ

キュラムを編成し、中学校受験合格の鍵を握る

算数を低学年から強化します。

・特訓Ｓ：

久留米附設中学やラ・サール中学などの難関

中学校受験を目指す応用レベルの育成クラス

・特訓Ａ：

学校やホームクラスの学習内容の理解・習熟を

サポートする基礎徹底クラス

ことばの学校

名作と定評のある文学作品、絵本、論説文、古文から国語のプロが厳

選した300冊の良書を読み、味わい、国語力を育てます。

自ら読むことが難しい低年齢のお子様や文章をスラスラ読むことが苦

手なお子様もプロのナレーターによる朗読音声に沿って活字を追うこ

とにより、文章を「かたまり」でとらえることが可能になります。読

書の楽しみを実感することで読書習慣を身につけていきましょう。ま

た、読書の前後で取り組む「読書ワーク」では、ことばの意味を文中

の生きた表現で確認していきます。「考える」「理解する」「想像す

る」力を育み、文章全体を「イメージする力」につなげ、語彙力や読

解力、表現力など国語で求められる確かな学力を築きます。

ＴＥＲＲＡＣＥ速読解・思考力講座

文章をかたまりで瞬間的に視野に入れ、同時に内

容を理解する「視読」という読み方を身につけ、

速く正確に読み解く力を鍛えます。

一人ひとりのお子様に合わせた読書速度によるト

レーニングを繰り返すことで、段階的に「見る」

力を高めていきます。また、スラスラ「読む」だ

けにとどまらず、文章を「読み解く」ために必要

な指示語の理解や図表の読み取り、推理や推論な

どの技能を習得する「速読力トレーニング」や思

考力や短期記憶力、判断力などを鍛える「脳力ト

レーニング」も行います。これからの社会で求め

られるたくさんの文章や資料に書かれた情報を横

断的に処理し、速く正確に内容を読み解く力を培

います。

１ 読解力トレーニング

２ 思考力トレーニング

文章を正しく理解す

るために必要な「読

解力」を体系的にト

レーニングします。

複数の資料やデータを多角的に捉え、正確に

相手に伝えるトレーニングができます。
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いしどそろばん

全てオリジナルの教材で一人ひとりの理

解に合わせて進める個別対応。40年の実

績から生まれた教材は、「できた」「わ

かった」を繰り返し、確実に身に付くス

モールステップ方式で、理解に応じて意

欲を引き出しながら進める工夫がいっぱ

いです。脳が急速に発達する幼少期から

取り組むことで、右脳の働きを活発にし

「記憶力」や「想像力」を始めとする集

中力・処理能力・判断力・忍耐力の6つの

力を育てます。

【対象：幼児～小学6年生】

※数字の読み書きがスムーズに行えるお

子様からご受講いただけます。

運指の練習から検定練習まで一つのクラ

スにいろいろなレベル、年齢のお子様が

います。

開講日時：月曜・水曜・木曜・金曜

○ 15：10～16：00･･･水曜日はございません。

○ 16：10～17：00

○ 17：20～18：10

○ 19：30～19：20
※スクーリング期間中は時間変更の可能性がございます。

ぐんぐん伸びる意欲が育つ

脳を鍛える速算教育！



【幼児部】　２０２３年度　ガゼット　募集要項　開講クラス（２月開講）
【唐人町】℡：092-725-5868　福岡市中央区唐人町1-3-4 シャンテアカサカ2Ｆ

9：30-11：30 永水

土② 12：30-14：30 築地

火 15：00-16：30

15：00-16：30

14：00-15：00

15：00-16：00

9：30-10：30

土② 12：30-13：30

水

土①

定員 月会費

松村

正代

後藤

火 15：00-17：00 築地

土①

土③

〈志望校別特訓講座〉 学校別特化型授業です。（９月からは過去問に取り組みます）

〈種目別強化コース〉　教室生限定　以下の講座を実施予定です。
西南学院小・福教大附属小入試項目を
種目別に、徹底指導いたしします

2カ年一貫
年中コース

年中

年少
年少コース

（４月開講）

正代

築地

正代

各８名
20,000円

（税込22,000円）

各12名
※土①は満席の
ため募集停止

22,000円
（税込 24,200円）

〈ホームクラス（必修）〉　小学校受験に必要な総合力を習得します。

　※「種目別強化コース」のお申し込みについては、別紙にてご案内いたします。

学年

年長

松村15：00～17：00

各12名
28,000円

（税込 30,800円）

土③

1カ年
年長コース

12：30-14：00

15：00-16：30

正代

龍

永水

龍

担当コース 曜日 授業時間

　①ペーパー集中講座：直近５カ年の入試頻出問題に特化
　②面接・行動観察講座：一般面接・お話づくり・短文暗唱・行動観察
　③巧緻・制作講座：（はさみ・のり・クーピーなどを使用）・豆つまみ・ひも結び・洋服たたみ等

木

土③

土②

担当 定員 月会費

築地

松村

土 12：30-14：00

各1６名

学年 コース 曜日 授業時間

水

土

15：00-16：30

15：00-16：30

附属型
（附属小専願・

附属小第一志望の方）

各1６名

木

金

15：00-16：30

15：00-16：30

※志望校別特訓講座は、7月までは希望者のみ受講。9月からは附属型、または西南型のどちらかが必修となります。
※志望校別特訓講座のみの受講はお受けしておりません。

　【その他諸規定】
　①必修講座・志望校別特訓講座の受講生が3名に達しない場合は、コースを開講できない場合がございます。また、年度途中でも閉鎖することもございます。
　②8月は夏季講習会（夏季講座・特別講座）を開講しますので、ホームクラス・志望校別特訓講座はございません。（8月会費は不要となります。）

16,000円
（税込 17,600円）

西南型
（私立小専願・

私立小第一志望の方）

年長

※個別レッスンのみの受講はお受けしておりません。
※個別レッスンは1ヶ月単位でのお申し込みとなります。

〈個別レッスン〉　1：1（マンツーマン）の徹底指導でお子様の苦手分野の克服を目指します。

学年

年長

コース

１：１対面型

回数

月３回

曜日・時間帯

曜日・時間帯等は、別途ご案内いたします。

月会費

30,000円
(税込 33,000円）



【小学部】　２０２３年度　ガゼット　募集要項

■集団授業（算・国）　正しい学習姿勢で、学習意欲を大切にし、学年に応じた学習理解の徹底定着を図ります。

曜日 授業時間学年

41,800円

※小1の火曜日・木曜日は同じ内容です。いずれかご都合のよい曜日を選択してください。
※テキスト・テスト代は年間費用です。進級時、または入会時にご請求いたします。

■算数特訓　中学入試合格の鍵を握る算数を低学年から強化します。

学年 曜日 授業時間 月会費【税込】

学年

38,720円

金

水

小１

小２

小３

22,550円

テキスト代（年）

小１

小２

小３

17：00-19：00

月会費【税込】

22,550円

火or木

小２

小３

■ことばの学校・TERRACE速読解・思考力講座
速く正確に読み解き、語彙力や読解力、表現力を養います。
学習の基本である「国語力」を強化します。

■いしど式そろばん
そろばんは右脳開発の教具です。
計算力のみならず、論理的思考力を養います。

Ｓクラス：
久留米附設中学やラ・サール中学などの難関中学受
験を見据え、応用問題にも数多く取り組みます。
Ａクラス：
学校やホームクラスの学習内容の定着、習熟度を引
き上げ、算数の基礎をしっかり固める指導をおこない
ます。

小２ 木

小３ 火

16,500円
テキスト代（年間）：

11,000円

※テキスト・テスト代は年間費用です。進級時、または入会時にご請求いたします。
※テストの成績により、SクラスとAクラスに分かれます。年に2回クラス替えをおこなう予定です。

小１ 月

17：30-19：00

週1回：5,500円
週2回：7,700円
週3回：93,50円

指導関連費：6,600円
（4月と10月にご請求）

①15：10-16：00
②16：10-17：00
③17：20-18：10
④18：30-19：20

テスト代(年) 合計【税込】

16,720円

19,800円

　15：00～17：30（最大）は自習用に教室を開放いたします。教室には教員が常駐しております。
　【注意事項】
　　○各曜日とも、14：45以前のお預かりはいたしかねます。
　　○問題集や読書用の本など、自主課題をお持ちください。ガゼットでプリント等の提供はいたしかねます。
　　○自習室での学習状況はご自宅で管理してください。宿題の管理、および指導に関するご要望はお応えしかねます。

※「集団授業」・「算数特訓」・「ことばの学校・速解力講座TERRACE」は欠席・休校時の振替授業はおこないませんので、あらかじめご了承ください。

全学年
月・水・
木・金

授業時間 月会費【税込】月会費【税込】

16,500円

学年 曜日曜日

月

木

火

授業時間

17：30-18：30

学年

小１

お問い合わせ・お申し込み

下記フリーダイヤルまたはガゼットＨＰの福岡エリア→「お問い合わせ・お申し込み」

のページにある必要項目をご入力ください。各教室への直接のお電話も可能です。

（ 平日 ）９：００～１８：００まで

（土・日）９：００～１５：００まで

無料体験授業・ガイダンス

無料体験授業へご参加いただき、ガイダンスにて保護者の方に指導内容・費用の具体的

説明をいたします。

入会手続き・オリエンテーション
入会の手続き、および授業を受ける上での注意事項をご説明し、教材をお渡しします。

■授業開始

いよいよ授業が始まります。担当講師がサポートしますので、一緒にがんばりましょう。

※（平日）10：00～18：00 （土曜日）10：00～16：00
ガゼット福岡 検 索

0800-919-1915

地下鉄唐人町出口④を出てすぐのところです。

お問い合わせ・お手続きから受講までの流れ

アクセス （最寄り駅・停留所）

福岡市営地下鉄

・空港線「唐人町駅」にて降車

西鉄バス

・博多駅・天神方面 / 西新方面

⇒「唐人町」にて降車

お車でお越しの場合

お近くのコインパーキングをご利用ください。


