
学年 クラス 曜日

受験 火

受験 火

受験 月

　※ガゼットのオンライン授業は、映像授業ではなく、発問なども実施する「双方向性リアルタイム型のライブ授業」で実施します。

　※対面指導型クラスとオンライン型クラスのテキスト・指導カリキュラム・塾内テスト・受験ゼミは全て同一です。

　※小4の社会は、夏季講習会から指導致します。

　※季節講習会期間（春季（3/26～4/5）・夏季（7/24～8/31）・冬季（12/25～1/4））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。

（テキスト代・テスト会費）

学年 区分

（前期）
テキスト代
（前期+通年）

9,350円（税込）

（後期）
テキスト代
（後期）

11,110円（税込）

（前期）
テキスト代
（前期+通年）

12,760円（税込）

（後期）
テキスト代
（後期）

11,330円（税込）

（前期）
テキスト代
（前期+通年）

13,640円（税込）

（後期）
テキスト代
（後期）

後期にて案内

　※　上記テキスト代は通常授業で使用するテキスト代となります。後期（9月）以降ご入会の場合、後期テキスト代に加え、通年テキスト代も別途必要となります。

　※　上記テスト会費はテスト実施月の翌月に月額受講料と併せて請求致します。詳細は「2021年度口座振替予定表」をご参照ください。

　※　上記テスト会費は私立中学受験対応・塾内テスト費用の内訳となります。

　　→なお、小6受験クラスの生徒が公立中高一貫中学対応の適性検査を受検する場合は、別途テスト代が必要となります。

　※　上記テキスト代及びテスト会費は、年間必要分目安として掲載しています。

【受験ゼミ】　小４～小６生対象 【必勝講座・受験特訓・薬科直前ゼミ】小６生対象

学年 クラス 曜日

　※　テキスト代は別途必要です。詳細は別紙「2021年度受験ゼミのご案内」をご参照ください。

　※　季節講習会期間（春季（3/26～4/5）・夏季（7/24～8/31）・冬季（12/25～1/4））は、上記受験ゼミはございません。
昭和薬科直前ゼミ

【実施時期は別途案内】

（時間割）　別途案内

（科目）　そっくり模試　テスト＆ゼミ（算数）

（回数）　全5回

　　【年間6回】　申込不要。教室生は、原則受験となります。

　　　①　実力判定テスト（4月）　＜2科＞・・・3,000円（税込3,300円）　　②　第1回”速解力検定”（6月）・・・3,000円（税込3,300円）

　　　③　実力判定テスト（9月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）　　④　昭和薬科模試（10月）　＜2科＞・・・3,000円（税込3,300円）

　　　⑤　第2回”速解力検定”（11月）・・・3,000円（税込3,300円）　　　　　⑥　実力判定テスト（1月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）

　　【年間7回】　申込不要。教室生は、原則受験となります。

　　　①　志望校判定テスト（4月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）　　②　薬科合格判定テスト（6月）　＜4科＞・・・4,000円（税込4,400円）

　　　③　第1回開邦・球陽中模試（6月）・・・4,000円（税込4,400円）　　　　　④　志望校判定テスト（9月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）

　　　⑤　昭和薬科模試（10月）　＜4科＞・・・4,000円（税込4,400円）　　　⑥　第2回開邦・球陽中模試（10月）・・・4,000円（税込4,400円）

　　　⑦　志望校判定テスト（1月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）

　※小６生の＜受験ゼミ＞（【水】17：10～21：40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。

受験特訓
【第2期】

講座名

（科目）　4科目

（受講料）　全クラス・・23,400円 (税込25,740円）

（受講料）　全クラス・・9,000円 (税込9,900円）

時間帯・受講料

（時間割）　（土）　９：４０～１４：３０

（科目）　4科目

（期間）　11/6～1/15

（受講料）　全クラス・・29,250円 (税込32,175円）

（期間）　9/4～10/30

小４

　※＜受験ゼミ＞（【金】17：10～21：20実施）も併せて受講をお勧め致します。

小６

24,600 円
（税込27,060円）

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

木 １７：００～２１：１０

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

小５
１７：１０～２１：２０ 国・算・理・社

（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

１７：1０～１９：1０

１７：１０～２１：４０

小５

小４

テキスト代 テスト会費

別紙

「2021年度口座振替予定表」

をご参照ください。

別紙

「2021年度口座振替予定表」

をご参照ください。

１７：1０～１９：1０

【中学受験コース・通常授業】
月額受講料 科目 曜日 時間帯

１７：１０～２１：４０

請求予定月

27,000 円
（税込29,700円）

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

金

18,200 円
（税込20,020円）

国・算・理
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

金 国・算・社(※)
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

　※＜受験ゼミ＞（【月】17：10～19：10実施）も併せて受講をお勧め致します。

科目時間帯

9,400円 （税込10,340円）

11,700円 （税込12,870円）

（受講料）　全クラス・・35,100円 (税込38,610円）

受験特訓
【第1期】

講座名

必勝講座
（科目）　4科目

講座名 時間帯・受講料

１７：１０～２１：４０
（算・国・理・社）

小６

小４ 受験 月 １７：１０～１９：1０
（算・国）

6,300円 （税込6,930円）

月額ゼミ受講料

小５

小６

受験

受験

金

水

１７：１０～２１：２０
（算・国・理・社）

　　【年間7回】　申込不要。教室生は、原則受験となります。

　　　①　志望校判定テスト（4月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）　　②　薬科合格判定テスト（6月）　＜4科＞・・・4,000円（税込4,400円）

　　　③　第1回開邦・球陽中模試（6月）・・・4,000円（税込4,400円）　　　　　④　志望校判定テスト（9月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）

　　　⑤　昭和薬科模試（10月）　＜4科＞・・・4,000円（税込4,400円）　　　⑥　第2回開邦・球陽中模試（10月）・・・4,000円（税込4,400円）

　　　⑦　志望校判定テスト（11月）　＜4科＞・・・3,500円（税込3,850円）

（時間割）　（土）　９：４０～１４：３０

（期間）　5/8～7/17

時間帯・受講料

（時間割）　（土）　９：４０～１４：３０

時間帯・受講料時間帯 講座名

別紙

「2021年度口座振替予定表」

をご参照ください。

ガゼット沖縄 オンライン教室 募集要項 【2021年度版】
【小4】（TEL）080-6499-8215 【小5】（TEL）080-6499-8215 【小6】（TEL）080-6499-8199

【中1】（TEL）080-6499-8210 【中2】（TEL）080-6499-8210 【中3】（TEL）080-6499-8215



学年 曜日 科目

火 文系

水 文系

火 理系

水 理系

火 理系

水 理系

火 理系

※学校別専門クラス・カリキュラムでの指導により学校成績のサポートを第一とします。
※定期テストオンライン対策講座も設定。定期テストもしっかりサポートします。
※オンライン勉強会（質問受付・自習室）を設定。チャットワーク（登録要）を通じて個別のやりとりも可能です。

学年 回数 曜日

※表現力養成講座は月１回（年間10回・回数調整及び8月は未実施）の講座です。詳細は「表現力養成講座・年間スケジュール」をご覧ください。
※表現力養成講座は新しい学力観を測定するテスト「明日の学力診断」（年2回）とのセット講座となり、受験は必須となります。「明日の学力診断」については別途費用が必要です。

（テキスト代・テスト会費）

学年

昭和薬科・沖縄尚学 3,080円（税込）

開邦・球陽 3,080円（税込）

昭和薬科・沖縄尚学 4,620円（税込）

球陽 3,080円（税込）

中３
テキスト代
（通期）

テキスト代
（通期）

テキスト代
（通期）

中１

中２

オンライン勉強会

★オンライン勉強会★

【文系】　木曜日　17：10～19：10

【理系】　土曜日　　9：40～11：40

※質問受付や自習が可能です。

★オンライン勉強会★

【文系】　木曜日　17：10～19：10

【理系】　土曜日　　9：40～11：40

※質問受付や自習が可能です。

オンライン勉強会

１４：００～１５：４０

★オンライン勉強会★

【文系】　木曜日　17：10～19：10

【理系】　土曜日　　9：40～11：40

※質問受付や自習が可能です。

１４：００～１５：４０

１４：００～１５：４０

１９：４０～２１：４０

１９：４０～２１：４０

１９：４０～２１：４０ 木 １９：４０～２１：４０

１９：４０～２１：４０ 金

１９：４０～２１：４０

月額受講料 時間帯

木 １９：４０～２１：４０

【昭和薬科中・沖縄尚学中・開邦中・球陽中専門クラス】（中１～中２）

科目

理系

クラス

昭和薬科中 １９：４０～２１：４０

時間帯 曜日

18,000 円
（税込19,800円）

開邦中

球陽中

月1回

【年10回※】
土

【表現力養成講座（ワークシート・英作文）】（中３）

中３

１４：００～１５：４０

講座説明

4,840円（税込）

テキスト代　区分

１９：４０～２１：４０ 金

１９：４０～２１：４０ 木

木

時間帯

請求予定月

クラス 月額受講料

昭和薬科中

無　料

※受講料は無料ですが、
新しい学力観を測定するテスト
「明日の学力診断」への
受験は必須です。

沖縄尚学中

開邦中

沖縄尚学中

中１

球陽中

2022年度　開講予定

13,500 円
（税込14,850円）

18,000 円
（税込19,800円）

13,500 円
（税込14,850円）

１９：４０～２１：４０ 金

理系

１９：４０～２１：４０

１９：４０～２１：４０

文系

文系

文系

文系

開邦中

球陽中

中２

昭和薬科中

沖縄尚学中

【明日の学力診断】
　3,300円（税込）　×　年2回

テスト会費　区分

　多様化する大学入試で必要な「表現力」を習得する講座にて指導致
します。表現力は、以下2つの視点で養成致します。よりサポートが必要
な内容に特化した指導コンテンツにて生徒の皆様のトータル力向上を目
指します。

　①　時間内に意見をまとめる力・ディベート等を通じた「表現力」
　②　大学入試で差がつく「自由英作文」における「表現力」

文系

１９：４０～２１：４０


