難関私立大・一般国立大まで対応

高校生 進学選抜クラス

高 1～高 3
（英・数・国 【単科制】 全教室）

～部活や学校行事が忙しくても無理なく学習できる～
『少人数制集団授業』 + 『個別演習』 十分な演習量を確保！
やむを得ず欠席した授業は､『映像授業』で補えるハイブリッド型。
授業は、少人数制の先生と生徒双方向のコミュニケーションによる参
加型授業。さらにレベルに合わせた個別演習を実施することで、単に「わ
かる」ではなく『きちんと解いて、定着する』充実感のある授業です。

【受講料/月

(税別)】

授業曜日は、教室別のコースガイダンスをご参照ください。

高 1・2（90 分授業）
1 教科…12,500 円 2 教科…25,000 円
高 3 （120 分授業）
1 教科…17,500 円 2 教科…34,500 円

茗渓の一押し！選択講座

３教科…35,000 円
3 教科以降…+11,500 円

授業にプラスして演習量の確保を！

土曜トレーニング・コーチングルーム(1 回 150 分)
講師のコーチングのもと、英数の問題演習や暗記学習、学校内容の課題
消化を行うルーム。さらに理(物理、化学、生物)・社(日本史・世界史)
の映像授業+演習を教材費実費、受講料 1,000 円/月(税抜)で受講可能。

最難関国公立 (東大・東工大・一橋・国立医学部) 対応

高校生 特進クラス

高 1～高 3

（英・数・国 【単科制】小岩・船橋・川口）

～現役で最難関大合格を勝ち取る～
めいけいの精鋭講師が創る最難関大専門クラス。
少人数制対話型授業で鍛える思考力。高３は添削も実施。
最難関大を目指す特別クラスです。ハイレベルな教科指導と志望校合
格に向けた個別演習をもとに、最適な学習を提供。最難関大受験のノウ
ハウを知り尽くした精鋭講師が、生徒一人ひとりにあった学習法を共に
築き、現役生の自発的かつ効果的な学習もサポートします。
【受講料/月

(税別)】

授業曜日は、教室別のコースガイダンスをご参照ください。

高 1・2（90 分授業）
1 教科…12,500 円 2 教科…25,000 円
高 3 （120 分授業）
1 教科…17,500 円 2 教科…34,500 円

茗渓の一押し！選択講座

３教科…35,000 円
3 教科以降…+11,500 円

授業にプラスして演習量の確保を！

土曜トレーニング・コーチングルーム(1 回 150 分)
講師のコーチングのもと、英数の問題演習や暗記学習、学校内容の課題
消化を行うルーム。さらに理(物理、化学、生物)・社(日本史・世界史)
の映像授業+演習を教材費実費、受講料 1,000 円/月(税抜)で受講可能。

新しい高校生活が始まり、中学生時に比べ

高 2 生は「1 月センター試験(改名後
大学入試共通テスト)同日体験」を
本格的な受験勉強のスタートに

て多くの学校行事等に追われ、勉強の優先

難関大合格の必要条件は言うまでもなく

順位が低くなる学生を多く見かけます。しか

早期からの準備です。受験勉強のスタート

し、高 1 の秋には来年度の理科・社会の授業

は早いに越したことはありませんが、漠然と

選択を決定し、私立高生は文系・理系のどち

した未来に向けて、長期学習を継続するこ

らに進むか決めなくてはなりません。大学受

とは容易ではありません。茗渓塾の高 2 生

験に向けてまずは、学習習慣をしっかり確保

は、毎年 1 月実施の「センター試験同日体

すること。特に英数の学校の成績をしっかり

験」に向けて、12 月に実施される「茗渓模

確保し、基礎固めをしていく必要があります。

試(大学入試共通テスト模試)」「冬期講習」

茗渓塾では授業のない日もオープンスペー

を体験し、「同日体験」での目標を決め、こ

スを活用して学習習慣を確保することが出来

こから本格的な受験勉強をスタートしてい

ます。また、入試において英語の外部試験

きます。共通テストでは、現代文、数学Ⅰ

導入の増加により、早期に英検を取得してい

で記述問題が追加されますが、マークシー

くことが必須です。日常において検定試験の

トの問題形式を早目に触れておくことは非

勉強時間の確保が難しい多くの高校生のた

常に大事です。

高 1 生は「学習習慣を確保」すること
と、「英検 2 級を取得すること」が目標

めに、毎週「英検ＴＣルーム」を開講していま
す。ぜひご利用ください。

イベント＆集中学習
・春期講習・夏期講習・冬期講習

・各種検定：英検・漢検・数検・文検

・ENGLISH CAMP (高 1、高 2 8 月)

・定期テスト対策勉強会

・夏期短期集中 TC ルーム (高 1、高 2 8 月)

・河合模試

・茗渓模試 (高 1～高 3 12 月)
・センター試験同日体験 (高 1、高 2 1 月)

大学受験情報
１ 英語外部試験導入型入試の増加
2018 年度入試において、推薦・AO 入試では 762 大学中 335 大学、全体の 44％が、一般入試では
762 大学中 152 大学、全体の 19.9％が、外検入試を実施。利用されている試験では英検が最も多く、
外検入試を行っている大学のほとんどで採用されています。
外部検定利用入試(推薦・AO)における採用率
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推薦・AO 入試では主に出願資格として、一般入試では外部試験利用入試を別に設定して、得点換
算、または加点するケースが多くなっています。

4.40% 2.10%

0.40%

9.50%

一般入試における外部検定で
求められる英語レベル(英検換算)

推薦・AO入試国公立大

推薦・AO入試で求められる英語レベル
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英検に換算した場合の必要なレベルは、どの形式の入試においても英検 2 級が１つの目安になりま
す。今後より英検等検定試験を受検していき、より早期段階で英検 2 級まで合格することが大学受験合
格において有利に働くことになります。

２ 今後の対策について
英語は民間の外部試験と共通テストの併用していく形が今後より増えていきます(各大学が利用方
法を指定する予定)。共通テストで使用できる外部試験は、高 3 の 4 月～12 月の間に受験した 2 回の
結果を利用することになりますが、早い時期から積極的に英検等の外部試験を受けていくことが必要
不可欠です。茗渓塾も、「英検 TC ルーム」や「めいけいオンライン英語」といったこの流れに対応する
ための講座を開講しています。

めいけいオンライン英語講義
「話す」「聞く」をしっかり鍛えるマンツーマンレッスン、外国人講師との
英語のやりとりで耳を鍛え、スピーキング能力を高めます。これからの
英語教育に欠かせないコミュニケーション英語の準備に最適です。１
回から選択できます。
費用： 1 回 1,500 円(税抜)

日程・時間： 選択可能
内容一覧

高校生

英検 2 級・準 2 級対策

英検 TC ルーム
英検 TC 講座（１回９０分）では、英検準１級および２級の取得を目指し、以下の４つの技能
（Reading：読む，Listening：聞く，Writing：書く，Speaking：読む）の強化を図ります。
費用：クラス授業と併用 6,000 円/月(税抜)，英検 TC のみ 12,000 円/月(税抜)
授業時間・曜日；毎週土曜日 １７：００～１８：３０
英検 TC 講座で行う４つの内容
１ 筆記テストでの文法・語彙問題と長文対策 ２ リスニング対策
３ 面接でのスピーキング対策

４

筆記テストでのライティング対策

