
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

がつくる 「新しい個別のかたち」  
 

双方向コミュニケーションにより、一人ひとりの目的や習熟度に 

あった学習法を共に築き、自発的かつ効果的に勉強を進めます。 

 

最新の ICTシステムやチェックテストも積極活用し、 

達成度＆進捗状況を細かく管理していきます。             

特色は､カスタムメイドカリキュラムの個別指導＆ 

豊富な演習量＆学習コーチング。 

 

個別特有の過度な説明や干渉､過剰サービス 

を削り、圧倒的なコストパフォーマンスも実現！ 

 

した学習で 

 

最適化 

 

茗渓塾の新しい自立学習型個別 

中学生・高校生 専用コース 

 

 

 

i  …ICT m …Meikei  p …planning 

a …action  c …coaching t …teaching 

 

最短距離で目標へ導く！ 

だから伸びる!  

とっても重要 ！！ 

「分かる」から「出来る」へ !！ 

 impact 



個別学習 impact                 

「ICT ツール×茗渓の講師力・教務力・学習支援」 

Planning   ×   個別指導   ×  学習支援 

 Action    Coaching ・Teaching   Support  

        ＆ Training 
 

個別指導に､最先端の ICT ツールをプラスしてしっかり管理。 

質の高い個別指導と効果的かつ効率的な学習を提供します。  

 

 

【Planning】                    

⇒ 一人ひとり異なる課題に対して、目標達成のために何をすべ

きかを洗い出し、生徒と講師の共同作業で効果的な個別学習

プランを作成します。 

 

  ■impact コースでは、学習の進捗状況や定着度合いを可視化して、学

習を管理します。個別指導だから計画の見直しも、スピーディーに

対応でき、目標達成までしっかりサポートします。 

    ■それぞれの中学や高校に合わせた試験対策のプランニングも実施。

内申点アップにつなげます。テスト後には、弱点を分析し克服する

ための指導をするので、受験にも対応できる学力が身につきます。   

   ■受験対策では、一般選抜・学校推薦型選抜・総合型選抜、それぞれ

の形式や入試レベルに対応した対策や志望校別対策ができます。 

     例）一橋大数学ⅠAⅡB 対策講座・慶応大学英語対策講座 など 
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【OUT PUT（演習）に重点を置いた個別指導】                    

⇒ 知識の確認や考え方を ICT 教材等も活用しながら効率的に 

学習。その後は個別指導の下、演習を繰り返し定着させます。 

■成果を出すためには、知識を整理し法則を「理解する」IN PUT と、実

際にそれを利用して「できるようにする」OUT PUT が大切です。

impact コースでは OUT PUT である演習を重視しています。 

■ICT 教材には、「神授業」で有名な一流講師によるレベル別授業動画

（スピード調整可）なども含まれます。板書や言葉による説明、実験動

画も含むので、普通の個別よりも効果的に学べます。効率学習で短縮で

きた時間は演習に置換します。もちろん、わからない所は講師が個別指

導でサポート。講師は定着の確認、学習法も指導していきます。 

■インパクトコースでは、生徒に対し手取り足取りの過剰な指導は行いま

せん。自立して学ぶべき所と、サポートが必要な所のメリハリをつけて

教えていきます。きちんと考え、自発的かつ効果的に勉強を進める。だ

から短期間で『学力を伸ばす』ことが出来るのです。 

 

【管理学習（Support）】                    

⇒ 一方的な計画で終わらせない。生徒一人ひとりに寄り添いな

がら担当講師が学習計画の進捗を併走し､学習をサポートし

ていきます。確認テストも実施します。 

■学習時間、確認テストのスコア、ドリル問題の練習回数、教科のバラン

スなどをアプリでリアルタイムに把握し、学習指導に反映させます。

ICT 教材はご自宅でもご使用できます。 

■授業毎に確認テストを実施。未習熟箇所はきちんと復習します。 

■苦手箇所もスピーディーに分かるので、それに応じて学習内容も柔軟に

変更できます。苦手克服に向け、細かくサポートします。 

■双方向コミュニケーションにより生徒一人一人にあった学習法を共に築

き、自発的な学習をサポートします。学習を通じて様々な経験を重ね、

自ら考え行動できる人間へと成長していくことを目指します。 

20：00～21：30 

（120 分）19：30～21：30 
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カリキュラム例（一人ひとりに合わせて、カスタマイズしていきます） 

中学生（公立・一貫校）・高１・２    

 学校の先取り学習     学校の復習  

 入試基礎固め       弱点補強 

 高校受験対策       大学受験対策 

 定期テスト対策      

高３及び既卒生 

大学受験コース         学校推薦型希望者向けコース 

 国公立対策        定期テスト対策 

 早慶上理対策 

 MARCH 対策 

 入試基礎固め 

 高１高２復習 

 

受講までの流れ 

 

お問い合わせ ⇒ 面談・お手続き ⇒ 正式受講開始 

（カウンセリング） 

●体験授業を 1回、無料で受講することが出来ます。 

※但し体験生は、一部の ICT 教材をご利用になれません。 
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中学・高校受験だけでなく、大学受験にも強い茗渓塾 

2021 年度 大学受験実績（茗渓塾・茗渓予備校） 

国立大・早慶上智・医歯薬獣医学科 ６０名合格  

ＧＭＡＲＣＨ・理科大など ８５名合格  

一橋大学(商学部)・東京工業大学(環境社会理工学部)・大阪大学(経済学部)・東北大学(文学部)・北

海道大学(工学部)・東京農工大学(農学部)・千葉大学(国際教養学部/法政経学部)・東京学芸大学(教

育学部)・茨城大学(工学部)・岐阜大学(応用生物科学部)早稲田大学(政治経済学部/法学部/社会科学

部/商学部/文学部/国際教養学部/基幹理工学部/創造理工学部)・慶應義塾大(法学部/商学部/経済学部/

文学部/理工学部/環境情報学部/総合政策学部)・上智大(外国語学部/経済学部/理工学部)東京慈恵会

医科大学(医学部)・東邦大学(医学部)・防衛医科大学(医学部)・東京女子医科大学(医学部)・日本歯

科大学(生命歯学部)・日本大(歯学部/松戸歯学部)・東京薬科大学(薬学部)・東邦大学(薬学部)・明治

薬科大学(薬学部)・麻布大学(獣医学部)・酪農学園大学(獣医学部)・学習院大学(経済学部/国際社会

学部/文学部/法学部)・明治大学(政治経済学部/農学部/法学部/商学部/理工学部/総合数理学部/情報コ

ミュニケーション学部)・青山学院大学(国際政治経済学部/社会情報学部/経営学部/総合文化政策学

部/法学部/文学部/理工学部/教育人間科学部)・立教大学(社会学部/文学部/法学部/経済学部)・中央大

学(法学部/総合政策学部/経済学部/商学部/理工学部/文学部)・法政大学(国際文化学部/文学部/経営学

部/経済学部/社会学部/生命科学部)・東京理科大学(工学部/理学部/理工学部/経営学部/先進工学部)・

同志社大学(社会学部/表象文化学部)・北里大学(医療衛生学部/理学部)など 

 

2022 年度 大学受験実績（茗渓塾・茗渓予備校） 

国立大・早慶上智・医歯薬獣医学科 ６８名合格  

ＧＭＡＲＣＨ・理科大など ７６名合格  

東京大学(理科Ⅰ類/文科Ⅱ類)・東北大学(医学部)・東京工業大学(生命理工学院)・一橋大学(商学

部/経済学部)・筑波大学(理工学群)・千葉大学(理学部/工学部)・東京学芸大学(教育学部)・東京農

工大学(工学部)・埼玉大学(工学部)・信州大学(繊維学部)・高知大学(地域協働学部)・秋田大学(国

際資源学部)早稲田大(法学部/国際教養/社会科学/創造理工学部/教育学部/商学部/社会学部/政治経

済学部)・慶應義塾大学(法学部/商学部/経済学部/環境情報学部)・上智大学(総合グローバル学部/文

学部/法学部)・東京理科大学(経営学部/先進工学部/理工学部/工学部/理学部)順天堂大学(医学部)・

東邦大学(医学部)・防衛医科大学(医学部)・東京理科大学(薬学部)・北里大学(薬学部)・星薬科大

学(薬学部)・東京薬科大学(薬学部)・明治薬科大学(薬学部)・日本大学(薬学部)・帝京大学(薬学

部)・城南大学(薬学部)・帝京科学大学(特待)(生命環境学部)学習院大学(文学部/国際社)・明治大学

(文学部/情報コミュニケーション学部/総合数理/政治経済/理工学部/経営学部/法学部/国際日本/商学

部/農学部)・青山学院大学(経営学部/地球社会共生/文学部)・立教大学(文学部/法学部/現代心理/理

学部/社会学部)・中央大学(法学部/理工学部/文学部/経済学部/商学部/現代福祉学部)・法政大学(デ

ザイン工/文学部/生命科学部/キャリアデザイン学部/経営学部/法学部/現代福祉学部)・同志社大学

(法学部)・関西大学(法学部)・津田塾大学(学芸学部)など 
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個別学習 impact コース  

 

◆コース料金（税込）※管理費・システム費・教室維持費込みの料金体系 

※テキスト代のみ実費です。 

◎中学生   

週 1 回 （90 分／1 日）【1 教科】  13,750 円／月 

週 2 回 （90 分／1 日）【2 教科まで】 27,500 円／月 

週 3 回 （90 分／1 日）【教科無制限】 38,500 円／月 

 

週 1 回 （120 分／1 日）【1 教科】  16,700 円／月 

週 2 回 （120 分／1 日）【2～3 教科】 31,800 円／月 

週 3 回 （120 分／1 日）【教科無制限】 45,000 円／月 

  

 

 

◎中学３年生（高校受験生を控える中 3 のみ）・高校１・２年生 

週 1 回 （90 分／1 日）【1 教科】  14,750 円／月 

週 2 回 （90 分／1 日）【2 教科まで】 29,500 円／月 

週 3 回 （90 分／1 日）【教科無制限】 41,500 円／月 

 

週 1 回 （120 分／1 日）【1 教科】  17,900 円／月 

週 2 回 （120 分／1 日）【2～3 教科】 34,200 円／月 

週 3 回 （120 分／1 日）【教科無制限】 48,600 円／月 

 

 

 

◎高３・既卒生  

週 1 回 （120 分／1 日）【1 教科】  19,250 円／月 

週 2 回 （120 分／1 日）【2～3 教科】 37,950 円／月 

週 3 回 （120 分／1 日）【教科無制限】 53,900 円／月 

 

 

 

 

コース料金表（税別）    小岩・瑞江・大山・東大島・川口・本八幡・船橋・ユーカリが丘 

 

 

  



◆曜日・時間帯 

 

教室によって異なります。 

ご希望の教室までお問い合わせください。 

 

 

※ 費用には ICT 費等も含まれています。テキスト代のみ実費です。 

※※ インパクトコースは、自立学習が可能な中・高生専用の個別学習です。 

※※※ 週 3 回コース生は土曜 TC ルームに追加費用なしで参加できます。 

 

 

 

 

 

選択オプション（税込） 

 

TC（トレーニング・コーチング）ルーム 〈1 回 150 分〉 

授業にプラスして演習量の確保を！ 質問できるﾁｭｰﾀｰ付！ 

不得意克服に効果的な演習プリント（全科目対応）を PC から出力し演習。 

各単元において、ラーニング(導入プリント)における映像授業も利用可。 

 

単科受講 11,000 円 ／月 

※impactコース(週 1・２回コース)と併用する場合は 6,600円／月    

※※impact週 3回コース生は土曜 TCルームに追加費用なしで参加できます。 

 

英検 TC ルーム〈1 回 90 分〉 

英検 2 級、準 1 級、TEAP 対応 4 技能強化対策演習ルーム 

13,200 円／月 (単科)  6,600 円／月 (impact コースと併用) 

 

 

 

 

 

 

20：00～21：30 

（120 分）19：30～21：30 
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Q＆A 

Q1 どんな生徒でも受講できますか？ 

〇マンツーマンではなく、自立型の個別ですので手取りあしとりの

指導を行いません。常に横に先生がついていないと学習が進まない

生徒さんには向かない可能性があります。 

 

Q2 どのような形で指導を進めるのですか？ 

〇テキストおよび ICT 教材なども活用しポイントをおさえます。そ

して問題演習の際に思考の過程や理解度を確認し、必要に応じて適

宜指導を入れていきます。教え込むだけでなく、じっくり考えさ

せ、本質的理解へと導く指導です。 

 

Q3 曜日や時間帯を自由に選択できますか？ 

〇限られた「指導力のある講師」が担当するため、曜日・時間帯は

各教室で固定されています。その中から選択していただきます。 

 

Q4 欠席した場合は、振替できますか？ 

〇基本的に出来ません。 

 

Q5 他の個別や自立型学習塾よりなぜリーズナブルなんですか？ 

〇個別塾のほとんどが、フランチャイズですので、別会社の本部へ

ロイヤリティーや加盟料が必要となります。しかし、茗渓はすべて

直営で、教室設備や講師採用も総合塾部門と兼用できます。また、

指導時間帯やサービスを絞り込むことで実現した料金体系です。 

 

Q6 自習室は使用できますか？ 

〇総合塾部門と共用の自習スペースが準備されています。 

 

 

 


