茗渓塾の新しい高校生コース
一貫中学生 & 高 1～3 全科目対応

Ai ×Meikei

自立型 超効率個別学習

impact
i …Ai & IT
a …action
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c …coaching
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t …teaching

先生と河合塾開発の Ai システムが達成度に
応じて超個別カリキュラムを 常に最適化
学習管理＆コーチング、 A i システム、
映像授業､個別対応指導のすべてを使い
最短距離で目標へ導く超効率学習！
茗渓塾

小岩教室

TEL 03-3672-1010

初めて学習する単元

impact コース

一貫中学生 & 高 1～3 全科目対応

一貫中学生
「最先端ツール×茗渓の講師力」

講師による個別対応型指導に､最先端の学習ツールをプラス
効果的かつ効率的な学習を実現！

初めて学習する単元
Planning
Action

×

Ai システム × 動画・e トレ
河合塾 One
Coaching & Teaching

【理解・インプット】
⇒

① 導入学習は 動画授業 or

e トレによるプリント学習

■授業動画は大学受験界で有名な一流講師による授業です。
動画授業用のテキストまたは授業用プリントを使用します。
■e トレ学習は、問題の正答率に応じて、コンピュータが合否判定！
目標に達するまで、類似問題を繰り返し演習します。
※すべて講師によるコーチングのもと上記の学習を進めていきます。

Ai system

2020 年 日本 e-Learning 大賞

ICT CONNECT 21 会長賞 受賞
※2018 年試行時において、AI おすすめ学習モードを
80％以上使用し学習を完了された方の結果です。

【アウトプット・演習・確認】
⇒

②

Ai ツールを使った定着学習

導入学習が終わったら、Ai システム上でチェックテストを解きます。
Ai がチェックテストをもとに、一人ひとりの習熟度、弱点を細かく分析。

→

目標とするレベルに効率よく到達するため、学習内容と演習（難易度・量・優先順
位）を最適化。あなただけの超個別カリキュラムを作成。

超個別カリキュラムによる超効率学習
あとは Ai のナビゲートに従って学習するだけ。知識分野は動画解説で、スキルア

→

ップに必要なトレーニングは最適化された演習問題で学習します。カリキュラムの進
捗状況や学習時間は Ai と担当講師で管理し､コーチングや声掛けを行います。もちろ
ん塾内で分からないところを講師に直接質問することもできます。

※塾内での学習時はタブレットかノート PC を貸し出します。
ご自宅等で使用する場合は、個人のタブレットまたはスマホ
を利用して学習します。

教材の紹介①
（1）各種確認テスト
英単語・古文単語はもちろん、毎回の授業で確認テストを実施。定着を確認しながら
個別学習を進めていきます。
（2）演習プリント教材
高校 1・２年生の基礎固めから大学入試対策まで対応の学習教材。
必要な演習を必要な量、出力できます。コンピュータによる学習
管理も可能。基礎シリーズには解説映像も収録。全科目対応。

復習単元・定期テスト対策

Planning
Action
⇒

×

Ai システム × 動画・e トレ
河合塾 One
Coaching & Teaching

① Ai システムによるチェックテスト
または動画授業（倍速）での速習、もしくはその両方
Ai がチェックテストをもとに、一人ひとりの習熟度、弱点を細かく分析。

→

目標とするレベルに効率よく到達するため、学習内容と演習（難易度・量・優先順
位）を最適化。あなただけの超個別カリキュラムを作成。

→

知識科目分野では、動画授業の倍速での履修も効果的です。

⇒

②

Ai システムでの学習

または e トレによる問題演習

生徒は Ai に従ってスマホやタブレットで学

→

習を進めるだけ。優先順位、内容、レベル、
演習量は Ai が最適化します。すでに定着して
いるところは大胆にとばし、逆に単元を理解
するために必要な課題が見つかった場合は、
たとえ中学内容であっても、ピンポイントで
戻って学習。Ai だから出来る、大胆かつ緻密
な超個別カリキュラム学習です。

e トレを使用してのプリント学習も可能です。多くの問題を解きたい生徒にお勧め

→

の学習です。

※いずれの学習も講師がコーチングを実施。また講師に直接質問することもできます。

入試対策・志望校別
コーチング×映像授業・e トレ・テキスト・過去問
Ai システムや映像授業、e トレにはレベル別の様々な講座や問題が準備されています。週
３回コースからサブスクリプション制となり、すべての授業日に参加でき、追加料金なし
に全科目受講し放題となります。（テキスト代のみ実費）
映像授業・e トレ・テキスト演習・過去問演習のいずれも、分からないところは講師に質
問することが可能です。また弱点単元が見つかった場合は、Ai を利用して効率的に復習で
きます。
Ai システム・映像授業は自宅で行うことも可能です。塾内だけでなく、家庭でも超効率学
習を進めることができます。

教材の紹介② Ai システム
河合塾 One は、15,000 を超える学習コンテンツ（解説動画や演習問題）を搭載していま
す。教材の学習や正誤状況を Ai が分析し、その時の⽣徒にとって最もおすすめの学習内容
をレコメンドし続けます。

Ai に従って学習を進めるだけで、超効率学習を実現。すでに

定着しているところは、大胆にとばし、逆に単元を理解するために必要な課題は、たとえ
中学内容であっても、ピンポイントで戻って学習。Ai だから出来る、大胆かつ緻密な超個
別カリキュラム学習です。

“最新 Ai”と“めいけい講師”による
『W コーチング制』です。学習計画と
定着度を徹底管理して目的・達成度別
の超個別カリキュラムで学習を進めま
す。教室内で学習する際は塾のタブレ
ットやノート PC を使用できます。

生徒へ

Ai は、講師へ一人ひとりの学習時間
や単元ごとのコンプリート率などをリ
アルタイムに伝達します。Ai からの情
報と講師として感じとれる生徒の様子
から、より的確で効果的なコーチング
を行うことが可能となりました。

講師へ

宿題・課題は塾内での学習状況に基づき
河合塾 One から出題します。個人のスマ
ホなどを利用した学習となります。自立
学習可能な動画解説もあり、無理なく課
題を進めることができます。

宿題課題

教材の紹介③ 映像授業
基礎～難関大対策まで全科目対応！
河合塾・代ゼミ等の予備校講師の映像授業を
受講できます。茗渓では動画に合わせた定着
確認テストも実施します。

充実した講師陣による映像授業
一流の予備校講師（鉄人）が提供する個性あふれる多様な授業の中から生徒が自
分にあった講義を選ぶことができます。基礎から難関大対策まで全科目対応！

※impact コース生は、授業外でも学びエイドマスターをいつでも視聴して学習を進めることができます。

推奨される OS

端末

PC/Mac の場合
OS：Windows 10 以降 / Mac OS 10.12 以降
Web ブラウザ:Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edg、Safari の各最新版
スマートフォン・タブレットの場合
iPhone/iPad: iOS11 以降、Safari 最新版
Android: 7 以降、Google Chrome 最新版 ※すべての端末にて動作保証するものではありません

茗渓塾 小岩教室
℡ 03-3672-1010
コース料金表（税込）テキスト代は実費です

impact コース
一貫中学生、高 1･2

(火)～(金) 19:40～21:40

週 1 回 （120 分／1 日）
【1 教科】

14,850 円／月

週 2 回 （120 分／1 日）
【2～3 教科】 27,885 円／月
週 3 回～（120 分／1 日）
【教科無制限】40,700 円／月（サブスクリプション制）
※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。

火～金 19:40～21:40

(火)～(金) 19:40～21:55

高３・既卒生

週 1 回 （135 分／1 日）
【1 教科】

19,250 円／月

週 2 回 （135 分／1 日）
【2～3 教科】 37,950 円／月
週 3 回～（135 分／1 日）
【教科無制限】53,900 円／月（サブスクリプション制）
※週 3 回からは土曜 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
土曜 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。
学びエイドマスターの映像授業（全科目対応）も使用できます。
単科受講 11,000 円 ／月

(土) 19:15～21:45

※ 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〉

(土) 16:30～18:00

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)

