
【小６】 公立中高一貫コース

＜２０１９年度受講の手引き＞

２０１９年度の小６クラスの募集は、１０月までです！
                                                  １ヶ月体験費用：２,１６０円（税込）

※体験費用は、南附中選抜・サイフロ附属中選抜・土曜選抜

ともに共通の金額です。１０月以降は２,２００円となります。

※上記の金額は、はじめて湘南ゼミナールに通う方の体験費用

です。現在お通い中の方はお問い合わせ下さい。

  お電話にて、随時『１ヶ月体験』のお申し込みを受付しています（受付時間：火～土の１２時～１７時）

南附中選抜総合受付（０４５-８４７-５５５０） ※土曜選抜（上大岡で受講希望）の方もこちらへ

サイフロ附属中選抜総合受付（０４５-４３５-１８６６） ※土曜選抜（菊名・横浜で受講希望）の方もこちらへ

１ヶ月体験費用：２,１６０円（税込）
※体験費用は、公立中高一貫対策クラス・公立中高一貫講座

ともに共通の金額です。１０月以降は２,２００円となります。

※上記の金額は、はじめて湘南ゼミナールに通う方の体験費用

です。現在小中部に通われている方は、体験時期により、金

額が異なりますのでお問い合わせ下さい。

  ＷＥＢにて、『体験授業』の

お申し込みを受け付け中です！

湘南ゼミナールは、複数の受講スタイルで、

を応援します！

南附中選抜コース

サイフロ附属中選抜コース
土曜選抜コース

公立中高一貫対策クラス 公 立 中 高 一 貫 講 座

内部生・外部生問わず、ＷＥＢ申込限定となります。

お手数をおかけ致しますが、湘南ゼミナールのホームページから

お申し込みください。また、右記のＱＲコードもご利用下さい。

【志望校】

サイフロ附属中･

南附中 限定

【志望校】
南附中・サイフロ附属中

相模原中等・平塚中等

川崎附中

南附中選抜コース
サイフロ附属中選抜コース
※他コース・講座との併用不可

土曜選抜コース
※小中部・難関高受験コースとの

併用ＯＫ。単科受講もＯＫ！

公立中高一貫対策クラス
※他コース・講座との併用不可

公 立 中 高 一 貫 講 座
※小中部・難関高受験コースとの

併用ＯＫ。単科受講もＯＫ！

がお勧め！→２ページへ がお勧め！→２ページへ

がお勧め！→３ページへ がお勧め！→４ページへ

志望校や

通塾回数で

選べます!

●クラス全員が受検生という環境で、

適性検査対策専門の授業を受けたい！

●算数・国語の授業も、受検前提の内容

で学びたい！（英語の授業はありません）

●平日は地元の湘ゼミ（週２）に通いなが

ら、週１で適性検査対策を加えたい！

●私立中学受験塾や習い事と両立して、

週１回の授業で適性検査対策をしたい！

週２回（平日） 週１回（土曜日）



★【南附中選抜コース】・【サイフロ附属中選抜コース】                                  

南附中・サイフロ附属中受検の専門講師による、選抜された生徒の集う空間！

                       南附中選抜コース（上大岡） ※サイフロ附属中を目指す方にも対応しています。

                    【小６授業時間】 水曜日・金曜日の１７：００～１９：２５

                    

                    
                           

                       サイフロ附属中選抜コース（菊名） ※南附中を目指す方にも対応しています。

                   【小６授業時間】 火曜日・木曜日の１７：００～１９：２５

サイフロ附属中選抜コース（横浜） ※南附中を目指す方にも対応しています。

              【小６授業時間】 水曜日・金曜日の１７：００～１９：２５

■授業料（南附中選抜・サイフロ附属中選抜共通）      ※下記は、上段：消費税８％、下段：消費税１０％の場合の金額です。    

対象学年 指導科目
通塾回数

（授業時間/週）

授業料（４週） 授業料（３週）

上段：２月・５月・６月・９月

下段：１０月・１１月

上段：３月・４月・７月

下段：１２月・２０２０年１月

小６
適性Ⅰ対策

適性Ⅱ対策

週２回

（２７０分/週）

１８,６００円（税込） １３,９５０円（税込）

１８,９４５円（税込） １４,２０９円（税込）

※授業料とは別に、入会月から２０２０年１月までの教材費がかかります。入会月ごとに費用が異なりますので、

詳細はお問い合わせ下さい。

★【土曜選抜コース】                                                                                                     

南附中・サイフロ附属中選抜の授業内容を、土曜日週１回で受けられる！

土曜選抜コース ※３会場とも、南附中・サイフロ附属中を目指す方に対応しています。

■授業料               ※下記は、上段：消費税８％、下段：消費税１０％の場合の金額です。      
    

対象学年 指導科目
通塾回数

（授業時間/週）

授業料（４週） 授業料（３週）

上段：９月

下段：１０月・１１月
下段：１２月・２０２０年１月

小６
適性Ⅰ対策

適性Ⅱ対策

週１回

（２００分/週）

１３,７６０円（税込）

１４,０１４円（税込） １０,５１１円（税込）

※授業料とは別に、入会月から２０２０年１月までの教材費がかかります。

入会月ごとに費用が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

より詳しい資料請求・お問い合わせ・お申し込みは、上記の総合受付まで

開講教室・授業時間
（２０１９年９月～２０２０年１月）

午前クラス 午後クラス

上大岡・菊名 ８：３０～１２：０５ １３：１５～１６：５０

横浜 ８：２５～１２：００ １３：５５～１７：３０



★【公立中高一貫対策クラス】                                    

適性検査対策専門の講師が授業を担当する、「受検中心」の学習環境！
公立中高一貫対策クラスは、志望校に関係なくお通いいただけます。

通常授業はどの教室も共通の内容で、専門の講師が受検に向けて必要な内容に特化して指導していきます。

また１学期は月１回、２学期以降は月１～２回程度、日曜日に「志望校別の対策授業」を行います。

適性対策専門のクラスのため、小６算数・小６国語の学習は行いますが、英語の授業はありませんのでご注意下さい。

■授業料            ※上段は消費税８％の場合の金額です。下段は消費税１０％の場合の金額となります。      
    

対象学年 指導科目
通塾回数

（授業時間/週）

授業料（４週） 授業料（３週）

上段：５月・６月・９月

下段：１０月・１１月

上段：７月

下段：１２月・２０２０年１月

小６
算数・国語

適性検査対策

週２回

（２４０分/週）

１７,６２８円（税込） １３,２２１円（税込）

１７,９５５円（税込） １３,４６７円（税込）

※日曜日に行う、志望校別の対策授業（月１～２）の授業料に関しては確定次第、別途お知らせ致します。

※授業料とは別に、入会月から２０２０年１月までの教材費がかかります。入会月ごとに費用が異なりますので、

詳細はお問い合わせ下さい。

★【公立中高一貫講座】                                                                                                    

＜志望校別＞土曜日週１回で通える、適性検査対策専門の講座です！
公立中高一貫講座は、志望校別の講座となっています。授業内容の一部が志望校ごとに異なりますので、受検を考えている公

立中高一貫校に合わせてお選び下さい。

また、週１回の講座の特性上、算数や国語の基礎的な学習内容は扱いません。単科受講も可能ですが、湘南ゼミナール小中

部の授業などとの併用をお勧め致します。適性検査対策の授業内容は、公立中高一貫対策クラスと同じです。

■授業料（全講座共通）        ※上段は消費税８％の場合の金額です。下段は消費税１０％の場合の金額となります。    
    

対象学年 指導科目
通塾回数

（授業時間/週）

授業料（４週） 授業料（３週）

上段：５月・６月・９月

下段：１０月・１１月

上段：７月

下段：１２月・２０２０年１月

小６ 適性検査対策
週１回

（１４５分/週）

８,８００円（税込） ６,６００円（税込）

８,９６３円（税込） ６,７２３円（税込）

※授業料とは別に、入会月から２０２０年１月までの教材費がかかります。入会月ごとに費用が異なりますので、

詳細はお問い合わせ下さい。

入会時には、公立中高一貫全コース共通で【入会金】がかかります

９月入会 １０月以降の入会 ※すでに湘南ゼミナールグループ（小中

部・個別指導部など）にお通いの方や、ご

兄弟から入会金を頂いているご家庭は、

入会金はかかりません。
１６,２００円（８％税込） １６,５００円（１０％税込）

授業曜日・時間
（２０１９年２月～２０２０年１月）

【火曜日・木曜日】

１６：４０～１８：５０

【水曜日・金曜日】

１６：４０～１８：５０

開講教室
授業は右記の難関高受験コース

の教室にて行います。

センター南・青葉台 戸塚・鷺沼・川崎・武蔵小杉

開講講座 【午前会場】９：００～１１：４５ 【午後会場】１４：１５～１７：００

南・サイフロ附属中講座
なし
※南附中・サイフロ附属中を目指す方には、土曜選抜コースの設定が

あるため、開講教室数が少なくなっています。ご了承下さい。

小中部 東戸塚教室

難関高受験コース センター南教室

相模原･平塚中等講座
小中部 相模大野教室

難関高受験コース 青葉台教室
難関高受験コース 藤沢教室

川崎附中講座 難関高受験コース 川崎教室 小中部 溝の口教室



≪公立中高一貫コースの授業内容≫
◆ 週２回の南附中・サイフロ附属中選抜コースと、週１回の土曜選抜コースの授業内容は？

       ⇒南附中・サイフロ附属中を受検する方のために特化した授業内容になっています。

週あたり６コマの授業を、週２回もしくは週１回で、以下の図のように実施します。

週２回

選抜コース

週１回

土曜選抜

※資料対策は、適性検査で頻出の資料問題に対応するための授業です。膨大な情報量から必要な情報を読み取り、

的確に照合・検証していく力を身に付けていきます。資料問題に多く触れ、社会の関連知識も整理していきます。

◆ 週２回の公立中高一貫対策クラスと、週１回の公立中高一貫講座の授業内容は？

       ⇒志望校に関わらず、適性検査を解くために必要な力をつける授業を行います。

         適性検査対策の授業内容は、文系・理系ともに、対策クラスも公立中高一貫講座も同一です。

公立中高一貫対策クラスは、5 月以降月１～２回程度、日曜日に志望校別授業を行います。

公立中高一貫講座は、土曜日の授業内で志望校別の対策も少しずつ扱っていきます。

週２回

対策クラス

週１回

講座

※公立中高一貫対策クラス・公立中高一貫講座ともに、文系・理系の適性対策専門スタッフが授業を担当します。各校

の適性検査に対応できる、読解力・記述力・情報処理力を高めます。

※公立中高一貫対策クラスでは適性検査対策に加えて、小６算数も扱います。小６内容をしっかり学ぶことで、ハイレベ

ルな問題にも対応できる力を付けていきます。一方で公立中高一貫講座は、湘南ゼミナール小中部や他塾などで小６

内容を学習していることを前提にしていますので、算数や国語の基本的な内容は扱いません。

湘南ゼミナールは、公立中高一貫校の受検を、最大限応援していきます！

  ●公立中高一貫校って、どんな学校なの？

  ●公立中高一貫校の受検って、今からでも間に合うの？

  ●受検のメリット・デメリットは？

  公立中高一貫校に関して、気になることがあればぜひご質問下さい！

                      

※ご質問やご相談がある場合は、下記のメールアドレスにご連絡下さい（QR コードもご利用下さい）。

理系の授業日で実施（３コマ）文系の授業日で実施（３コマ）

読解

対策

作文

対策

資料

対策

適性

算数

小６

算数

小６

理科

土曜選抜コースの授業で実施（４コマ）

理系の授業日で実施（３コマ）文系の授業日で実施（３コマ）

読解

対策

資料

記述

対策

実践

演習

適性

算数

適性

理科

小６

算数

算理オプション（２コマ）

公立中高一貫講座で扱う内容


