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オンラインガウディアについて 

オンラインガウディアは、自宅で学習した内容についてオンラインで指導を受けられるガウディアオリジナルの学

習方法です。毎日決まった時間に決まった量のプリントに取り組み、毎週オンラインで先生から指導を受けら

れます。 

自分から学習する姿勢と確かな学力を身に着ける 

オンラインで指導 間違えた問題を直す 

家庭でプリントを解く 採点 

わからない問題は 
質問 
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オンラインガウディア概要 

項目 内容 

対象 小学3～5年生 

教科 国語・算数（2教科セット） 

会費 66,000円（税込み） 
※初回9～11月分になります（回数割等の対応はできません）。 
※3か月分ごとにお支払いいただきます。 
※毎日のプリント教材費・送料等も含みます。 

オンライン開室日 月・火・水・木・金曜日 

時間帯 
①15:00～16:00／②16:15～17:15／③17:45～18:45／④18:45～19:45 
※①～④のいずれかの時間帯をお選びいただけます。 

毎日の学習量 国語・算数それぞれ2枚裏表4ページのプリント学習 

*通信料、端末代等、オンライン学習に必要なパソコンやタブレット等は、ご家庭負担となります。 



１週間の流れ 

月 火 水 木 金 土 日 

宿題 宿題 宿題 
 
 
 
 
 

 
教室へ 

宿題を郵送 
(1週間分） 

 
 
 
 
 

丸付け済みの 
プリントが届く 

オンライン 
参加 

 
 
 
 
 

＋ 
間違えた問題の 

直し 
 
 
 
 
＋ 

今日の課題 
(宿題) 

4枚8ページ 

宿題 
 

宿題 宿題 

宿題は毎日国語・算数でそれぞれ2枚4ページ取り組みます。 

時間は、得意な単元や苦手な単元で異なりますが、国語・算数合わせて30～40分を目安にしてください。 

※早く解くよりもじっくり考えて、正確に解くくせをつけていきます。 

決まった曜日（毎週水曜日）に1週間分の宿題をまとめて先生宛てに送ってください。 

送ったプリントは、採点されてオンライン開室日の遅くとも前日までに届きます（早いところだと前々日に届くこともあります）。 

月 火 水 木 金 土 日 

得意な単元や
苦手な単元で
異なりますが、
宿題は国語・
算数で1日そ
れぞれ 2枚 4
ページ取り組
みます。 
時間は、30～
40分を目安に
してください。 
※早く解くより
もじっくり考えて、
正確に解くくせ
をつけていきま
す。 

宿題 宿題 宿題 
 
 
 
 
 
 
 
 

教室へ 
宿題を郵送 
(1週間分） 

 
 
 
 
 

丸付け済みの 
プリントが届く 

オンライン 
参加 

宿題 
 

宿題 宿題 
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オンライン指導の仕組み 

オンラインガウディアは、先生1名に対して複数名のお子様が同時間帯に接続し、全員が同じプリントに取り

組みます。お子様一人ひとり間違える問題が違うため、個別に指導します。お子様は自分のペースで間違

えた問題や、当日のプリントに取り組み、わからない問題は先生に質問します。 

オンライン指導のイメージ 

同時間帯に複数名が接続 先生1名 

オンライン 
接続 
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オンライン指導の詳細（例） 

時間 手順 指導者 
お子様 

（保護者様） 

～16:10 準備 Zoom接続 
前日までに届いた採点済みのプリント【直し】と 

当日取り組むプリント【課題】を準備 
（5分前を目安に接続してください） 

16:15～16:20 
（5分間） 

説明 
挨拶＋当日の学習内容の話＋オンラインの約束事など説明 

指導者が子どもを励ます（モチベーションを高める） 

16:20～16:40 
（20分間） 

直し 
間違えた 
問題を直す 

質問対応＋ 
声かけ 

①直しについている、解説・ヒントを読む 

②直しのプリントに取り組む 

③わからない問題があれば、先生に質問 

④直し終われば、先生に画面越しで見せる 

⑤次の科目に取り組む 

16:40～16:55 
（15分間） 

課題 
当日のプリント 

①課題に取り組む 

②終わったら、先生に画面越しで見せる 

③２教科目に取り組む 

④２教科目が終われば、終了 

 *終わらない場合は、*延長時間を使って指導する 

16:55～17:00 
（5分間） 

挨拶 
挨拶＋今日やったことの確認＋励まし＋連絡事項 

*延長時間17:00～17:15 

時間 手順 指導者 
お子様 

（保護者様） 

～16:00 準備 Zoom接続 
前日までに届いた採点済みのプリント【直し】と 

本日取り組むプリント【課題】を準備 
（Zoom接続準備） 

16:00～16:05 
（5分間） 

挨拶 
挨拶＋当日の学習内容の話＋オンラインの約束事など説明 

指導者が子どもを励ます（モチベーションを高める） 

16:05～16:25 
（20分間） 

直し 
間違えた 
問題を直す 

 

質問対応＋ 
声かけ 

①直しについている、解説・ヒントを読む 

②直しのプリントに取り組む 

③わからない問題があれば、先生に質問 

④直し終われば、先生に画面越しで見せる 

⑤次の科目に取り組む 

16:25～16:40 
（15分間） 

課題 
当日のプリント 

①課題に取り組む 

②わからない問題があれば、質問する 

③終わったら、先生に画面越しで見せる 

④２教科目に取り組む 

⑤２教科目が終われば、終了 

 *終わらない場合は、予備の時間を使って指導する 

16:40～16:45 
（5分間） 

挨拶 挨拶＋今日やったことの確認＋励まし＋連絡事項 
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ガウディアオンラインの注意点 

●オンライン開室日について 

・アクセスする機器は、PC、タブレット、スマートフォンどれでも大丈夫です。 

・映像を映す角度 

お子様の顔が見えるようにお願いします。 

・質問方法 

指導中は挙手ボタンを使用して質問します。 

質問は、状況に応じて１対複数の対応になる場合もあります。 

●オンラインガウディアのルール 

・休んだ場合のふりかえはございません。また、祝日、ゴールデンウイーク、年末年始はお休みと

なります。 

・宿題の発送を忘れた場合は、遅れてでも構いませんのでご送付ください。丁寧に採点を行い

ます。 

●事務手続等 

・入会のタイミングは月初のみとなります。退会のタイミングは月末のみとなります。また、休会は

ありません。 

・教材は、会費のお支払い後に発送いたします。 



オンラインガウディア開室日一覧（2021年版） 

月 日 

9月 9日 16日 30日 

10月 7日 14日 21日 28日 

11月 4日 11日 18日 25日 

12月 2日 9日 16日 23日 

1月 6日 13日 20日 27日 

2月 3日 10日 17日 24日 

3月 3日 10日 17日 24日 31日 



学年とカリキュラム概要（例） 

学年 教科 
学習予定内容 
（9月～11月） 

学習予定内容 
（12月～3月） 

3年生 

算数 かけ算1/円と球/わり算2/重さのたんいと計算 分数/小数/かけ算2/三角形 

国語 
こそあど言葉・説明文(2)/じゅく語/故事成語・

ことわざ/つなぎ言葉・説明文(3) 
物語(3)/詩(2)/表げん(2)/同じ読み方の漢

字 

4年生 

算数 
２けたの数でわるわり算/がい数/計算のきまり/

直線と角 
分数/小数と整数のかけ算・わり算/変わり方/

直方体と立方体 

国語 多義語/説明文①/詩・俳句・短歌/送りがな じゅく語/慣用句・物語③/説明文③/物語④ 

5年生 

算数 
整数の性質/平均と単位量あたりの大きさ/分

数のたし算・ひき算 
図形の面積/割合/角柱と円柱 

国語 
文の組み立て・説明文①/言葉の由来・古典/
言葉のきまり①・物語②/対義語と類義語・説

明文② 

情報の活用/言葉のきまり②・伝記/説明文③/
物語③ 



オンラインガウディア通室初日までの流れ 

オンラインガウディア入会説明会 

入会 

入会の意思確認 

教材到着後、オンライン開始までに確認 

オンライン通室初日 

2~3日後に 
メールもしくは、お電話を差し上げます。 

入会申込書、コンビニ振込用紙を送付 

Zoom接続テストを実施。 
疑問点等を解消 

お振込み確認後、教材発送、ZoomID（※1）をメールで送付 



オンラインガウディアのご案内 

オンラインガウディア入会説明会へのお申込み 

お待ちしております！ 


