ガゼット沖縄 登野城教室 募集要項 【2020年度版】
【登野城教室】（TEL）0980-87-6417

石垣市登野城965-3-101

【小学部・スタンダード個別】
※ スタンダード個別コースでは、「学校の成績を向上させたい」・「英語も含めたトータル的な実力をＵＰさせたい」などを目的としています。まざまな要望にお応えします。
※ 総合教育アプリ「デキタス」は子どもたちが親しみを持てる世界観で学習できるコンテンツとなります。詳細はデキタスシステムの特色をご覧ください。
※ 上記に加え、基礎学力のベースとなる計算や速解力に関しても専用アプリでトレーニングし、知識と処理能力双方をサポートするコースとなります。
学年

クラス

月額受講料

曜日

時間帯

科目

小２～小４

ST
個別

10,000 円

火・木・金より 週2日選択

１７：００～１８：５０

国・算・計算アプリ・速解力アプリ

小５～小６

ST
個別

12,000 円

火・木・金

１７：００～１８：５０

国・算・英・理・社・計算アプリ・速解力アプリ

（税込11,000円）

（税込13,200円）

※ ST個別は総合教育アプリ（デキタス）を活用し学習を進めます。必要に応じて個別に指導致します。
※ 季節講習会期間（春季（3/27～4/5）・夏季（7/22～8/31）・冬季（12/26～1/4））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・中学受験個別】
※長年培ったガゼットメソッドを活用し、薬科・沖尚・開邦・球陽中への合格を目指すとともに、将来を見据えたハイレベルな指導を実施致します。
※「昭和薬科合格判定テスト」・「昭和薬科模試」・「開邦・球陽中模試」などの対策模試も充実しています。
学年

クラス

月額受講料

曜日

時間帯

科目

小４

受験
個別

16,000 円

火・木

１７：００～１９：１０

中学受験＜国・算・理・社＞・計算アプリ・速解力アプリ

受験
個別

25,000 円

火・木・金

１７：００～１９：１０

中学受験＜国・算・理・社＞・計算アプリ・速解力アプリ

小５

土

９：４０～１１：５０

中学受験＜算・国・理・社＞ ※（算数・理科）、（国語・社会）の隔週実施

受験
個別

28,000 円

火・木・金

１７：００～１９：１０

中学受験＜国・算・理・社＞・計算アプリ・速解力アプリ

土

９：４０～１４：３０

中学受験＜算・国・理・社＞ ※昼食が必要です。

小６

（税込17,600円）

（税込27,500円）

（税込30,800円）

※ 中学受験個別はテキストを用いて学習を進め、受験に必要な知識を重点的に個別に指導します。
※ 季節講習会期間（春季（3/26～4/5）・夏季（7/21～8/31）・冬季（12/26～1/4））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

小２～６
ST個別

18,150円（税込）

（前期）

21,120円（税込）

（後期）

小４

小５
受験個別

小６
受験個別

月額660円（税込）×5ケ月（3～7月）
【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

アプリ管理費

9,900円（税込）

月額1,650円（税込）×6ケ月（9～2月）

テスト会費

3,300円（税込）

プリント代

3,960円（税込）

月額660円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

3,960円（税込）

テキスト代

9,350円（税込）

前期+通年で使用するテキスト代

テスト会費

9,900円（税込）

プリント代

3,300円（税込）

月額660円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

3,300円（税込）

テキスト代

11,110円（税込）

後期で使用するテキスト代

テスト会費

14,850円（税込）

20,900円（税込）
+テキスト代（後期分）

（後期）

3,300円（税込）

3,300円（税込）

35,640円（税込）

（前期）

受講管理費

プリント代

36,740円（税込）

（後期）

【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

月額660円（税込）×5ケ月（3～7月）

32,560円（税込）

（前期）

3,300円（税込）

8,250円（税込）

33,880円（税込）

（後期）

テスト会費

アプリ管理費

25,850円（税込）

（前期）

受験個別

指導関連費 内訳
月額1,650円（税込）×5ケ月（3～7月）

月額660円（税込）×6ケ月（9～2月）
【塾内テスト】 3,300円（税込） × 2回

【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

月額660円（税込）×5ケ月（3～7月）
【塾内テスト】 3,850円（税込） × 3回

【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

プリント代

3,960円（税込）

月額660円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

3,960円（税込）

テキスト代

12,760円（税込）

前期+通年で使用するテキスト代

テスト会費

11,000円（税込）

プリント代

4,400円（税込）

月額880円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

4,400円（税込）

テキスト代

11,330円（税込）

後期で使用するテキスト代

テスト会費

14,850円（税込）

月額880円（税込）×6ケ月（9～2月）
【塾内テスト】3,850円（税込） × 2回 【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

月額660円（税込）×6ケ月（9～2月）
【塾内テスト】3,850円（税込） × 2回

【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

月額880円（税込）×5ケ月（3～7月）

プリント代

5,280円（税込）

月額880円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

5,280円（税込）

テキスト代

13,640円（税込）

前期+通年で使用するテキスト代

テスト会費

11,000円（税込）

【塾内テスト】3,850円（税込） × 3回

【速解力検定】 3,300円（税込） × 1回

プリント代

5,500円（税込）

月額1,100円（税込）×5ケ月（3～7月）

受講管理費

5,500円（税込）

月額1,100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

7,700円（税込）

【塾内テスト】 3,850円（税込） × 2回

プリント代

6,600円（税込）

月額1,100円（税込）×6ケ月（9～2月）

受講管理費

6,600円（税込）

月額1,100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・6）・「実力判定テスト」（小4）・「速解力検定」（小2～6））となります。
※ 受講管理費は施設管理費・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。

【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）

4,400円（税込）

【6月実施予定】

昭和薬科模試
【10月実施予定】

概要
（対象）

小４～６生

（科目）

小４・・・２科目
小５・６・・・４科目

（受験料）

小４・・・3,300円（税込）
小５・６・・・4,400円（税込）

※ 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。

テスト名

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・・・4,400円（税込）

