
【小6】
レベル別講座
Q&A
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【質問1】

レベル別ゼミと基幹講座の違い
はどのようなものでしょうか？
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【回答1】

基幹講座ではカリキュラムの最重要部分を固めていき
ます。レベル別ゼミでは8段階のレベルを設定すること
で、応用問題にチャレンジしたり、基礎問題を繰り返し
たりなど、よりお子様のレベルに即した内容の指導を重
視しています。

また指導科目が基幹講座が“4科目”に対し、レベル
別ゼミは“算数・国語”となります。基幹講座とは独立
したカリキュラムで、最重視される算数（重要単元）と
国語（長文読解）など“差がつきやすい単元”を中心
に指導します。レベルに応じたよりピンポイントな解説を
通じて習熟度を向上させます。
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【質問２】

オンライン授業は、
「集中力が続かない」など不安を
感じていますが大丈夫でしょうか？
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【回答２】

集中力は学習の成果において重要な要素です。
ガゼットでは年間を通じて“ハイブリッド型指導
（対面とオンラインが選択できる形式）
で運営しています。

集中力を持続させる授業を双方の形式で
展開していますのでご安心ください



6

【質問3】

オンライン授業を教室で参加す
ることは可能ですか。
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【回答３】

ご家庭によっては、ご自宅でお子様のオンライン
参加の環境を整えることが困難な場合もあるかと
思います。その際は、“基幹講座”受講教室でも
受講可能です。担当までご相談ください。

その際、他レベルの授業内容が混ざらないよう、
耳がかくれるヘッドフォンをご用意ください。
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【質問4】

先生への質問をオンラインで
することは可能ですか。
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【回答４】
対面指導同様、状況に応じて可能です。

授業前時間にて個別に解説することも可能
ですので、担当へお問い合わせください。
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【質問5】

基礎クラス（A・Bクラス）の
指導でも昭和薬科・開邦・球陽
中学に対応していますでしょうか？
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【回答5】
水・金で実施する“基幹講座”で昭和薬科・開邦

・球陽中学の合格に必要な内容は全て網羅していま
す。応用問題にチャレンジすることも大切ですが、
基礎知識を増やし、時間内に解答する
スピード（処理力）向上の方が重要です。

A・Bクラスは基礎を繰り返すことで知識を増やしな
がら、『学ぶ』楽しさと『できた』自信をベースに応
用力にチャレンジできるようサポートしていきます。
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【質問6】

複数の先生が授業を担当するよう
ですが、進路や授業内容などについ
て個別にお話したいことがある場合
は、誰に相談すればよいですか。
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【回答6】

水・金曜日実施の“基幹講座”担当へご相談くだ
さい。エルメモ内の”問合せ”へご記入頂くと担当
が対応いたします。

従来どおり学習全般は、“基幹講座”担当にて
対応してまいります。また保護者面談をご希望の
場合は、エルメモより面談日時予約も可能です。
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【質問7】

オンラインでもお友達と一緒の
方が、楽しく参加できると思うの
で同じクラスでの参加は可能で
しょうか？
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【回答7】
お子様にとって大切なのは、学習内容理解です。

お友達と切磋琢磨する関係は大切ですが、そちらは
水・金で実施する“基幹講座”で担うことができます。

レベル別講座は特性上“理解度”を優先するため、
クラス編成においては“友人関係”などは考慮致しま
せん。それぞれのお子様にとってプラスになることを
優先し、効果的な指導を提供致します。
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【質問8】

どのように“クラス編成”を
するのか基準を教えてください。
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【回答8】
クラスは、基準対象となる“志望校判定テスト”の

ガゼット内順位を第１基軸として編成致します。

上記に加え、授業の様子・処理能力・宿題状況な
どを加味し、総合的に決定致します。

また認定クラスは次ページ資料
“受講クラスのご案内”にて案内致します。



2023年度　レベル別ゼミ・レベル別特訓　受講クラスのご案内　 【小6・第１期】

【レベル別ゼミ（月曜日）概要】

【曜日】 月曜日 【時間】 下記一覧表を参照。（途中19時00分～19時30分の食事休憩有）

【クラス】 下記一覧表を参照ください。 【会場】 原則ご自宅での受講となります。（教室での受講を希望の場合は担当までご相談ください）

【形式】 レベル別クラスに基づく”オンライン指導”

【特色】　 ※受講レベルは8段階設定。細かなレベル設定に基づき、「より合格に最適化した」指導を提供。

★
【レベル別特訓（土曜日）概要】

【曜日】 土曜日 【時間】 下記一覧表を参照。（途中12時00分～12時30分の食事休憩有）

【クラス】 下記一覧表を参照ください。 【会場】 受講クラスにより会場が異なります。詳細は最下段記載の会場をご確認ください。

【形式】 レベル別クラスに基づく”拠点型対面指導”

【特色】　 ※受講レベルは4段階設定。”実践力を高める指導”とともにライバルたちとの適度な競争環境を提供します。

【留意点】　 ※土曜日のレベル別特訓は各拠点にて実施します。各拠点へのアクセスについては、QRコードよりご参照ください。

※土曜日のレベル別特訓は昼食が必要です。事前にご用意頂きますようお願い致します。 【レベル別ゼミ参加方法・遅刻・欠席連絡・連絡掲示板】　

スケジュール及びクラス編成基準テスト

開始 ～ 終了 開始 ～ 終了

開始 ～ 終了 開始 ～ 終了

開始 ～ 終了 開始 ～ 終了

【レベル別ゼミ・レベル別特訓・受講クラス】

※　全ての講座にて欠席、遅刻のご連絡は「エルメモ」にてお願い致します。担任が確認し、各担当とも共有致します。

※　那覇、小禄、新都心教室の生徒→αクラス（新都心）、Sクラス（小禄）、Aクラス（那覇）、Bクラス（新都心）で受講。

※　浦添、首里、南風原教室の生徒→αクラス（浦添）、Sクラス（首里）、Aクラス（南風原）、Bクラス（浦添）で受講。

※　中部、宜野湾、宮里、うるま教室の生徒→αクラス（中部）、Sクラス（宜野湾）、Aクラス（宮里）、Bクラス（中部）で受講。

9月25日

レベル別ゼミ（月曜日） レベル別特訓（土曜日）

5月6日2月4日

11月25日12月25日 10月7日

17：00～21：30
自宅受講

（オンライン形式）
B-1②

レベル別特訓 土曜日 9：40～14：30
●●教室

（拠点型・対面指導）
B

曜日

5月13日

レベル別ゼミ 月曜日

学年・教室 新都心

生徒氏名 地主園智行

【レベル設定】

A-1クラス A-2クラス B-1クラス B-2クラス

レベル別特訓
（土曜日）

αクラス Sクラス

Aクラス Bクラス

レベル別ゼミ
（月曜日）

α-1クラス α-2クラス S-1クラス

ターム区分

5月1日

S-2クラス

小5志望校判定テスト（12月実施）

サポート窓口

※　オンライン指導への接続等に関しては、”サポート窓口”をご利用ください。

　　（担当）　松田（まつだ）　（連絡先）080-5774-6181（担当直通）

　　（受付可能時間）　月・火・木・金曜日　15時～18時にて相談可能です。

※　レベル別ゼミを欠席をされる場合は、普段お通いの教室の”エルメモ”に連絡をお願い致します。

※　遅刻に関しては、連絡不要です。入室可能になった時点で途中からでもご入室ください。

※　宿題内容及び各種伝達事項については、「連絡掲示板」を通じてお伝え致します。

　　詳細は下記をご参照ください。

連絡掲示板

”レベル別ゼミ”参加方法

※　”レベル別ゼミ”はzoomを活用したオンライン授業で実施致します。

※　各レベルのzoom　URL/IDはホームページに掲載しています。

　・トップページに掲載されている「オンライン授業・連絡掲示板」は「各教室からのお知らせ」をクリック

　・パスワードは全レベル”gazpass"で共通です。

　・zoomに関して不明な場合は、「資料ダウンロード」にて各種マニュアルを掲載しています。

講座名称 受講クラス

基準テスト

小6　第1期 2月6日

小6　第2期 5月8日 ”レベル別ゼミ”　欠席連絡に関して

※　各講座の伝達事項などについては、連絡掲示板を通じてお伝え致します。

※　連絡掲示板へのパスワードは”gaz1116"です。

　　★レベル別ゼミ（月曜日）→「レベル別ゼミ」→「●●レベル」をご参照ください。

　　★基幹講座（水・金曜日）→「●●教室」をご参照ください。

　　★レベル別特訓（土曜日）→「レベル別ゼミ」→「●●レベル」をご参照ください。

小6志望校判定テスト（7・8月実施）小6　第3期 10月2日

小6志望校判定テスト（2・4月実施）9月30日

受講形式時間帯

ｱﾙﾌｧｱﾙﾌｧ

ｱﾙﾌｧ

基準テスト成績に基づき、α-1、α-2、S-1、S-

2、A-1、A-2、B-1、B-2のいずれかのクラスで

認定されます。

基準テスト成績に基づき、α、S、A、Bのいず

れかのクラスで認定されます。各レベルの受講

教室は下記をご確認ください。
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【質問9】

認定されたクラスではなく、
希望するクラスでの受講は
可能ですか？
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【回答9】

レベル別講座の特性上、レベル別の内容を受講
できることが重要と考えます。

【回答8】でクラス編成基準も記載しています。
それに基づいて総合的に判断しておりますので、
認定されたクラス以外での受講は“原則不可”
となります。
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【質問10】

“基幹講座”のみの受講
でも可能ですか？
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【回答10】

指導カリキュラムは“基幹講座”で網羅しています
ので“可能”です。しかしながら近年の受験環境の激
化状況 からも、“知識”“処理能力”“実践力”
などより多くの学習時間を確保した場合が圧倒的に有
利です。

選択制ではございますが、“レベル別ゼミ”及び
“レベル別特訓”は小6生には原則受講でお勧めして
います。
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【質問11】

“レベル別ゼミ”“レベル別特訓”
のみの受講は可能ですか？
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【回答11】

“基幹講座”で学習した内容を履修している
前提の講座が“レベル別ゼミ”“レベル別特訓”
となります。

よって、“レベル別ゼミ”“レベル別特訓”は
“基幹講座”受講が必須となりますので、
“レベル別ゼミ”“レベル別特訓”のみの
受講はできません。
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【質問12】

土曜日の“レベル別特訓”にて送
迎の関係上、基幹講座と異なる教室
へ通塾することが難しい場合は、
“レベル別特訓”もオンライン形式
で受講することは可能ですか？
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【回答12】
送迎の都合上、基幹講座と異なる教室への通塾

が 困難であればオンラインでの授業参加も可能
です。

しかしながら、レベル別講座（土曜日）の対面
学習は同レベルのライバルたちと切磋琢磨できる絶
好の環境となります。適度な競争環境を通じて、お
子さまの学習意欲を刺激させることは学力アップに
つながりますので、対面授業型への参加をお勧め
します。
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【質問13】

”レベル別ゼミ”（月曜日）と
”レベル別特訓”（土曜日）との
違いはどのようなものでしょうか？
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【回答13】
“レベル別ゼミ”は“8段階”レベル別設定。
“レベル別特訓”は“4段階”レベル別設定で
異なります。

“レベル別ゼミ”はより細かなレベル設定により、
お子さまの理解度や解法の仕方などを確認しながら
すすめることを重視する講座に対し、

“レベル別特訓”は レベル別指導を提供しつつも、
中学受験に必要な競争環境、ライバルたちの解く速度
など“臨場感”が付加された講座となります。


