
実力アップで夢を実現！

基礎学力を単元別に判定します。冬期講習前の学力診断

受験生はラストスパート（8日間講習）

非受験学年は学習の転換点

●小6四谷大塚中学受験コース
●小6中学受験サクセスコース
●小6公立一貫校受検コース

●わくわくワークルーム（小1・小2）
●ピラミッド＆TTCコース（小3～小6）

小5・中2・高2は受験勉強スタートのリミット！

●進学選抜コース（中1・中2）
●特進コース（中1・中2）

●私国公立一貫校中学生コース（中1～中3）
●高1・高2コース

●全学年対象

●四谷大塚中学受験コース（小3～小5）
●中学受験サクセスコース（小5）
●公立一貫校受検コース（小5）

受験直前レベルアップ
茗渓模試 12/23（日・祝）

冬期講習

受験そっくり体験

弱点補強・入試問題演習

（会場）かえつ有明中学高等学校

正月特訓 12/31 ・1/2（月）

市川中学そっくり模試12/16（日）

（水）・3（木）
（会場）川口教室・瑞江教室・稲毛教室

中学
受験

●中3進学選抜コース
●中3特進コース

高校
受験

●高3・既卒生
●高3・既卒生特進クラス

大学
受験

茗渓塾のオリジナル模試

（会場）本八幡教室・瑞江教室・船橋教室・鎌取教室

市川高校そっくり模試
（会場）笹塚教室・小岩教室・船橋教室・本八幡教室・川口教室

受験料
3,000円
（税込）

小学生低学年

高校受験

大学受験

個別学習ルーム

中学受験

オンライン英語講義
25分のマンツーマン指導

英会話ではありません。テキストを使った演習をフィリピンとつないで演習します。冬期後も都合に合わせての
予約が可能です。お気軽にご相談ください。一回から体験できます。〈体験費用 1回 1,620円（税込）〉

中学生教科書別iワークオンライン／小学生iキッズオンライン
英検5級～2級＆2次対策（準2・2級）もあります。

小学生 中学生 高校生

1レッスン　1,620円（税込）

学習診断表と今後の学習計画表をお渡しします。それに基づく日曜サクセストレーニング〈1回60分 1,080円（税込）〉が可能です。

8時50分集合
9時スタート

小1～小3 9：00～10：10  国・算（各30分）
小4～小6 9：00～11：10  国・算（各40分）理社（40分）

（選択）小5・6 英語（30分）  11：45終了無料

日程・内容・費用など詳細がわかります。
電話またはホームページからご請求ください。

一貫校中学生・高校生・
既卒生 大学受験

公立中学生
高校受験小学生

冬期案内パンフレット



03-3320-9661
本 部

03-3659-8638
教務本 部

■ 各教室にお問い合わせください。 教室営業時間：平日 PM1時～PM10時／土曜 AM10時～PM10時／日曜 AM10時～PM6時 http://www.meikei.com

〒151-0073
渋谷区笹塚2-18-3 VORT笹塚ビル

TEL  03-3378-0199

笹塚教室
〒168-0062
杉並区方南2-23-22 方南共同ビル

TEL  03-3313-2720

方南教室
〒114-0002
北区王子2-15-10 榎ビル2F

TEL  03-3913-8977

王子教室
〒173-0021
板橋区弥生町3-1 ハックベリーハイムⅢ2F

TEL  03-3958-3119

大山教室
〒133-0056
江戸川区南小岩8-4-27

TEL  03-3672-1010

小岩教室
〒132-0011
江戸川区瑞江2-5-3 グレイス瑞江2F

TEL  03-3698-7070

瑞江教室
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘3-4-1

TEL  043-205-5541

土気教室
〒330-0846 さいたま市大宮区
大門町1-63 栗橋ビル4F

TEL  048-650-5655

大宮教室

〒272-0023
市川市南八幡4-2-3 丸玉第一ビル6F

TEL  047-393-6506

本八幡教室
〒263-0043
千葉市稲毛区小仲台6-19-25 MSビル2F

TEL  043-207-6565

稲毛教室
〒273-0005
船橋市本町6-1-13 YMビル5F　

TEL  047-460-3816

船橋教室
〒260-0045
千葉市中央区弁天1-1-5 中村ビル2F　　

TEL  043-290-5680

千葉教室
〒354-0018
富士見市西みずほ台2-3-12　

TEL  049-251-2048

富士見教室
〒332-0016
川口市幸町3-7-22　

TEL  048-241-5456

川口教室
〒285-0859 
佐倉市南ユーカリが丘11-2 SYビル

TEL  043-460-2070

ユーカリが丘教室
〒266-0031
千葉市緑区おゆみ野3-8-1 山太ビル2F

TEL  043-300-0011

鎌取教室

〒136-0072 江東区大島7-22-15
バロンハイツ大島2F

TEL  03-5875-1223

東大島教室

※当塾では電話や戸別訪問等での営業活動は一切行っておりません。指導の充実を第一と考えています。　※名前の似た塾の勧誘を誤解して苦情を持ち込まれるケースがあります。必ず相手の電話番号をお確かめください。

各教室の
地図は
こちらから

講習会および入塾のお申し込み方法

2018年・2019年度生募集中！ 働くお母さん支援！

塾が作る今必要な「学童」

めいけいキッズ

1ヶ月無料体験受付中!

「学ぶ」を「学ぶ」！

中学受験 新学期開講!
2019年2月6日（水）

全コース
全クラス

Step1

お問い合わせ・
資料請求

Step2

クラス分けテスト・
体験・カウンセリング

Step3

個別面談

Step4

受講開始

塾をよく知ってもらうために！

2019年度方針を説明します。70分（現小2～小5）

※「個別学習ルーム」「めいけいキッズ」「わくわくキッズ」および１年以内に無料体験をした方は対象外になります。
※「冬期講習」を1ヶ月無料体験として受講することもできます。（受験学年および選択科目は除く）
※受験学年（小6受験・中3・高3）の無料体験は7月で終了しています。（小6ピラミッドおよび中3一貫校生クラスは除く）

教材費のみで受講できます。

入塾金免除

12月8日(土) 中学受験新学期説明会
四谷大塚中学受験コース

（小3～小6）

10:00～
13:00～
16:00～

王子・東大島・稲毛・土気・ユーカリが丘・鎌取・大宮
笹塚・方南・船橋・川口
大山・小岩・瑞江・本八幡・千葉

中学受験サクセスコース
（小5・小6）

公立一貫校受検コース
（小5・小6）

上位校を目指す徹底演習型コース レベルに合わせた個別演習を含む学習コース 公立一貫校適性検査対策

1 2 3

時
間

教
室

１１月１５日～今年度中 冬期キャンペーン

中学受験 新学期開講!
やる気を作り合格へ導く3つのコース

基礎作り！
思考力アップ！

アクティブラーニング！

学習習慣作りと
英語指導

週1回～週5回
（月～金）

13：00～19：00
（19：30までは延長無料）

小1～小4
（定員制）

好評につき、2019年度14教室に拡大！
相談会＆体験会実施中！

笹塚教室
03-6300-6005

王子教室
03-5933-6565

小岩教室
03-3659-8518

瑞江教室
03-3698-7001

本八幡教室
047-303-3433

ユーカリが丘教室
043-290-9006

鎌取教室
043-312-4555

大宮教室
048-788-2755

川口教室
048-229-3560

2019年度生募集中！ 4月1日（月）新規開校

対象:中学２年生まで
（保護者・生徒対象） （中１・中２）

11月24日(土)
秋の高校受験説明会 特進クラス選抜テスト
●進学選抜型受験説明会 「特待生」認定テストを兼ねます。●特進型受験説明会

実施時間は各教室で異なります。各教室へお問い合わせください。

東大島教室
03-5875-1223

稲毛教室
043-207-6565

船橋教室
047-460-3816

千葉教室
043-290-5680

土気教室
043-205-5541


