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　※　季節講習会期間（春季（3/27～4/5）・夏季（7/25～8/31）・冬季（12/26～1/4））は、上記曜日・時間帯ではなく、季節講習会期間特別の時間割となります。

　※　小4の理科・社会は、夏季講習会から指導致します。

（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）

6,820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）

10,560円（税込）

（前期）
テキスト代
（前期+通年）

12,870円（税込）

（後期）
テキスト代
（後期）

後期にて案内

　※　上記テキスト代は基幹講座（季節講習会は別途）で使用するテキストの費用となります。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「2023年度口座振替予定表」をご参照ください。

　※　プリント代及び受講管理費（施設管理費・空調管理費・PC・タブレット管理費・情報冊子費など指導サポート全般に関する費用）は”月額受講料”に組み込まれております。

　※　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。

【レベル別特訓】小6（2～11月）　【完成特訓】小6（12～翌1月）

学年 クラス 曜日 科目

（期間） 2/4～9/30

（科目）　4科目

指導形式

（期間） 10/7～11/25

（科目）　4科目

学年 クラス 曜日 科目 指導形式

（期間） 12/2～1/13

（科目）　4科目

指導形式

　※　季節講習会期間（春季（3/27～4/5）・夏季（7/25～8/31）・冬季（12/26～1/4））は、上記”受験ゼミ”　”レベル別ゼミ”　”レベル別特訓”　”完成ゼミ”　”完成特訓”　はございません。

【中学受験コース・基幹講座】
月額受講料 科目 時間帯 曜日 科目 時間帯

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：10～21：20 木 国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：10～21：20

（3月～7月）　17：00～19：20

（9月～1月）　17：00～20：30

　※小4生の基幹講座は3月より開始致します。　※小4基幹講座；3月～7月は17：00～19：20にて算数・国語を指導。9月～1月は17：00～20：30にて算数・国語・理科・社会を指導します。

小5

25,000 円
（税込27,500円）

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：00～21：10 木 国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：00～21：10

25,000 円
（税込27,500円）

小4

（3月～7月）20,000 円
（税込22,000円）

（9月～1月）23,000 円
（税込25,300円）

　　（3月～7月）　国・算
　　（9月～1月）　国・算・理
　　　　　　　　　　　（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

（3月～7月）　17：00～19：20

（9月～1月）　17：00～20：30
金

　　（3月～7月）　国・算
　　（9月～1月）　国・算・社
　　　　　　　　　　　（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

請求予定月 テキスト代 テスト会費

　※小5生の基幹講座は2月より開始致します。　　　※”受験ゼミ”、”レベル別ゼミ”も併せての受講をお勧め致します。

17：00～21：30

27,500 円
（税込30,250円）

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：10～21：40 金 国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：10～21：40
小6

27,500 円
（税込30,250円）

国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

17：00～21：30 金 国・算・理・社
（ﾘﾄﾗｲ指導含む）

　※小6生の基幹講座は2月より開始致します。

　※受験特化講座（”レベル別ゼミ”、”完成ゼミ”、”レベル別特訓”、”完成特訓”）は原則受講となります。

小6
詳細は、

「2023年度口座振替予定表」

をご参照ください。

小5
詳細は、

「2023年度口座振替予定表」
をご参照ください。

　　【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＞・・・3,300円（税込）

      ②　実力判定テスト（6月）　   ＜2科＞・・・3,300円（税込）

      ③　実力判定テスト（9月）　   ＜2科＞・・・3,300円（税込）

      ④　昭和薬科模試（10月）　     ＜2科＞・・・3,300円（税込）

      ⑤　実力判定テスト（11月）　＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑥　実力判定テスト（1月）　  ＜4科＞・・・3,850円（税込）

　　【年間12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＞・・・3,850円（税込）

      ②　志望校判定テスト（5月）   　＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ③　志望校判定テスト（6月）　   ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ④　第1回開邦・球陽中模試（6～7月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑤　薬科合格判定テスト（6～7月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑥　志望校判定テスト（8月）     ＜4科＞・・・3,850円（税込）

　
      ⑦　志望校判定テスト（10月）　 ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑧　昭和薬科模試（9～10月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑨　第2回開邦・球陽中模試（9～10月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑩　志望校判定テスト（11月）　＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑪　志望校判定テスト（12月）　＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑫　志望校判定テスト（1月）　  ＜4科＞・・・3,850円（税込）

小4
詳細は、

「2023年度口座振替予定表」

をご参照ください。

　　【年間13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（2月）　   ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ②　志望校判定テスト（3月）　   ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ③　志望校判定テスト（5月）   　＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ④　志望校判定テスト（6月）　   ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑤　第1回開邦・球陽中模試（6～7月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑥　薬科合格判定テスト（6～7月予定）・・・4,400円（税込）

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

　
      ⑧　志望校判定テスト（8月）　 ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑨　志望校判定テスト（9月）　 ＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑩　昭和薬科模試（9～10月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑪　第2回開邦・球陽中模試（9～10月予定）・・・4,400円（税込）

      ⑫　志望校判定テスト（11月）　＜4科＞・・・3,850円（税込）

      ⑬　志望校判定テスト（12月）　＜4科＞・・・3,850円（税込）

レベル別特訓
（10月～11月）

+
「開邦・球陽直前ゼミ」 ※レベル別特訓の内容に加え、”開邦・球陽直前

ゼミ”も実施。よりたしかな”実践力”を養成します。レベル別
拠点型対面指導

講座名 時間帯・受講料

（月額受講料)　13,000円（税込14,300円）

（特訓テキスト代)　2月～9月と共通教材

（時間割）　（土）　9：40～16：30

通年・・・9,350円（税込）

後期・・・1,870円（税込）

完成特訓
（12月～1月）

+
「昭和薬科直前ゼミ」

（時間割）　（土）　9：40～16：30

（月額受講料)　13,000円（税込14,300円）

※完成特訓は、最後の総仕上げに加え、”昭和薬

科直前ゼミ”も実施。各所属教室クラスで受講し本

番に備えます。1月度”完成特訓”の月額受講料は

6,500円（税込7,150円）となります。

所属クラス
対面指導

（2月～4月）17：10～21：20

（5月～7月）17：00～21：10

（9月～翌1月）17：00～21：30

算・国・理・社

【受験ゼミ】小5（2～4月）　【レベル別ゼミ】小5（5～1月）、小6（2～12月）　【完成ゼミ】小6（翌1月）

レベル別特訓
（2月～9月）

※レベルに準じた内容を学習する“効率的な学び”
と同レベルのライバルたちと“切磋琢磨できる競争
環境”を通じて、受験に必要な力を養成します。

レベル別
拠点型対面指導

9,400円
（税込10,340円）

通年・・・9,350円（税込）

後期・・・1,870円（税込）

時間帯 月額受講料 ゼミ・テキスト代

（時間割）　（土）　9：40～14：30

（月額受講料)　9,600円（税込10,560円）

（特訓テキスト代)　6,160円（税込）　＜通年教材＞

指導形式
※　小5”受験ゼミ”は、2月～4月の期間で実施。5月以降の”レベル別ゼミ”に備え、ベースを固めていきます。

※　小5”レベル別ゼミ”は5月～翌1月の期間で実施。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」指導を提供します。
所属クラス対面指導　（2月～4月）

レベル別オンライン指導（5月～翌1月）

時間帯 月額受講料 ゼミ・テキスト代

小6

全クラス 月
（2月～12月）17：00～21：30

（翌1月）別途案内
算・国

11,700円
（税込12,870円）

通年・・・5,060円（税込）

指導形式
※　小6”レベル別ゼミ”は2月～12月の期間で実施。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」指導を提供します。
※　小6”完成ゼミ”は翌1月で実施。所属教室担当にて、最後の総仕上げをサポートする講座となります。

　　各所属教室のクラスで受講します。”完成ゼミ”の月額受講料は5,850円（税込6,435円）となります。

レベル別オンライン指導（2月～12月）

所属クラス対面指導　（翌1月）

小5

HI 月
（2月～4月）17：00～21：10

（5月～7月）17：00～21：10

（9月～翌1月）17：00～21：30

算・国・理・社
9,400円

（税込10,340円）

LE 月

ガゼット沖縄 首里教室 募集要項 【2023年度版】

【首里教室】（TEL）098-882-2588 那覇市首里汀良町1-18-1



【英才コース・通常授業】　 【開講曜日・時間帯】

学年

※　アプリ管理費及び受講管理費（施設管理費・空調管理費・PC・タブレット管理費・情報冊子費など指導サポート全般に関する費用）は”月額受講料”に組み込まれております。

※　各時間割枠の定員は教員1名につき6名です。曜日・時間帯は定員に空きがある場合は自由に選択が可能です。週1コマより受講可能です。

　　（受講例）　週2コマ・・・火曜日の16：00～の枠と土曜日の9：30～の枠で受講　週2コマ・・・土曜日の9：30～と10：40～の枠を連続で受講等

※　小4生以上の受講の場合は、原則生徒自身で学ぶ形式となります。慣れるまでは担当にてサポート致します。また曜日・時間帯も上記一覧表の枠ではなく、個別に相談の上決定致します。

※　季節講習会期間（春季（3/27～4/5）、冬季（12/26～1/4））は、上記通常授業はございません。夏季（7/25～8/31）については講習会特別期間の時間割で予定しています。

（テキスト代・テスト会費）

【特別コース 】 【学習サポート 】

（時間割）

プロクラ新都心教室にて開講

1回60分の講座です。時間割は個別設定です。
プロクラ担当とご相談ください。

”プログラミング講座”
（幼児年長～中3生対象）

”プロクラ”

（開講教室）

（受講料） 月額12,000円（税込13,200円）

詳細は各コース資料にてご確認ください。（テキスト代）

年3回の「速解力検定」は必須受験となります。
テスト代（税込3,300円）が別途必要です。

＜第1回＞5月　＜第2回＞9月　＜第3回＞1月実施予定

ことばの学校
別紙

「2023年度口座振替予定表」
をご参照ください。

個別進度型
テキスト

テキスト代（※）は別途必要です。
学習進度により、テキスト購入のタイミングは異なります。

※全グレード　税込880円

年間テスト
予定

年2回の「読書力診断」は必須受験となります。
テスト代（税込2,200円）が別途必要です。
＜第1回＞3月　＜第2回＞9月　実施予定

速読解・思考力講座
別紙

「2023年度口座振替予定表」
をご参照ください。

テキストは使用しません。
別途テキスト代は不要となります。

年間テスト
予定

週3コマ
（1コマ50分*週3）

11,100 円
（税込12,210円）

16：00～16：50

定例テストはございません。
別途テスト代は不要となります。

※小4生以上も上記講座の受講は可能です。詳細は担当までご相談ください。

講座名 請求予定月 区分 テキスト代 テスト会費　区分

FLENS　算数特訓
別紙

「2023年度口座振替予定表」
をご参照ください。

個別進度型
テキスト

テキスト代（※）は別途必要です。
学習進度により、テキスト購入のタイミングは異なります。

※全グレード　税込1,650円

○
※①～③の講座を選択できます。
※1コマにつき1講座となります。
　（1コマの中で複数講座の受講はできません）

小1～小3

週1コマ
（1コマ50分*週1）

4,100 円
（税込4,510円）

　①FLENS算数特訓
　②ことばの学校
　③速読解・思考力講座

9：30～10：20

平日16時の開講枠に関しては、担当までお問い合わせください。

○

週2コマ
（1コマ50分*週2）

7,600 円
（税込8,360円）

10：40～11：30

【英才コース】

コース 月額受講料 受講講座 時間帯 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

いま“教科書”の内容を正し

く読み取れないなど、子ども

たちの読解力低下が叫ば

れています。

学習の土台となる読む力を身につけるた

めに、吸収力が高い幼少期から、良書にふれる機会

を多く持ち、語彙力や読解力を高めるために“ことばの

学校”を開講します。読書の前後に取り組む「読書ワ

ーク」で、楽しみながら、すべての教科の根幹である国

語力を高めます

すべての学力はことばに

よってつくられる

ことばの学校

FLENSは、やればできる！を

実感する学習サイクルで、

学習体験の充実と学習姿勢

の定着をはかる学習法です。

全国のライバルとオンライン対戦ができ、た

のしく学びながら、家庭学習習慣と積極的に

学ぶ姿勢を身につけます。また、学習指導要

領にも準拠しており、計算分野を中心に、数

量関係・量と測定・文章題なども学べます。

FLENS算数特訓
子どもたちが勉強に向き合う

土台づくりを

速読解・思考力講座
「速読解力」「思考力」を重点的に

トレーニング 教科指導の成果の最大化を図る！

今後、大きく変わる社会の動

きに対応する人材を育成する

ために「読解力」や「思考力」

が重視されてきます。

語彙や漢字、公式や定理は暗

記しているはずなのに思うように得点できない。これは読

解力や思考力が不足しているからかもしれません。速読解

・思考力講座ではさまざまなコンテンツを駆使し、すべて

の科目に通じる「処理能力」を強化します。

プロクラ（幼児年長～中３対象）

楽しみながら学べるプログラミング教室

aim@（小5～小6標準搭載）

中学受験演習アプリ

新国語力講座（小4～小5標準搭載）

現代文講師 柳生好之先生監修プログラム

速読解・思考力講座（小4～小6・希望制）

２０２０年度から小学校でプログラミング

教育が必修化されています。

プログラミングができるようになることだけ

が目的ではなく、「プログラミング的思考力」

を養うことに重点を置いています。

「プログラミング的思考力」とは、物事には

手順があり、手順をふむとうまく解決できるといった“論理的に考えていく力やプ

ログラムの概念にもとづいた問題解決型の思考力”のことです。ＡＩ等の発達に

より、今の子どもたちが見通しの難しい時代を生き抜くために重要視されている

普遍的な力です。プログラミング言語「メイクコード」を利用した当コースは、

小・中学生に人気の「マインクラフト」を教材として利用するコースです。

ICT教材aim@ (エイムアット) は中学入試合格のカギになる

基本～標準レベルに特化したICT教材です。

網羅的・効率的に算数・理科・社会をマスターすることができ、

志望校合格に近づきます。【2023年2月開始予定】
※上記プログラムは”基幹講座・月額受講料”に含まれています。

国語力は、全ての教科に必要な力です。様々な定義があると

思いますが、分解すれば読解力がまず必要です。新国語講座

で読解に必要な語彙、文法、論理力を鍛えて読解力を身につ

くようプログラムされています。【2023年5月開始予定】
※上記プログラムは”基幹講座・月額受講料”に含まれています。

「速読解・思考力講座」ではさまざまなコンテンツを駆使し、

「処理能力」を強化します。県内入試では、出題レベルが

”基礎”～”標準”が多数となりますが、処理能力はかなり高いレベルで

求められます。各種トレーニングを継続して実施したい方へ推奨するプログラムです。

【2023年2月開始予定】
※上記プログラムは希望制のため、別途費用が必要です。詳細はお問い合わせください。


