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個別学習ルーム１：２ 

 
成績を上げる。 

個別の課題に対応する。 

総合塾だから出来る学習指導。 
         

茗渓塾 



 

個別学習ルームの主な対象者 

・集団授業に合わない生徒 

・学校の内容に限定しての指導を希望している生徒 

・部活や諸活動で多忙な生徒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

個別学習ルームの指導の基本パターン 

 

•自ら課題
に取り組む

•学習を
振り返り、
改善する

•自分の
今を知る

•目的を
持って
始める

学習

計画

成績

評価

家庭
学習
指導

学習の
記録

成績を伸ばす指導 

・常に定着度・達成度をチェック

（個々に合わせた小テスト） 

・目的やレベルに応じた演習 

（個々に合ったテキストを使用） 

・不得意フォロー （ＰＣ使用） 

・定期テスト対応 

・成績評価と学習計画 

●曜日時間が選べる！ 

私的理由での代替えはできません。やむを得な

い事情がある場合は、ご相談ください。 

月 4回が基準です。(年間４８回) 



●個別「１：２」 

ＴＴＣ（ティーチング・トレーニング・コーチング）による個

別学習ルーム  

○講師 1人に対して生徒 2人までの個別指導です。 

○授業担当講師が「個別学習の記録」で学習内容や授業の様子

を定期的に報告します。 

○総合塾ならではの情報量をもとに経験豊富な担当者が学習

管理と進路指導を行います。 

※原則 1：2 です。1：1 を特に希望する場合は費用が異なりますの

で、ご了承ください。 

個別学習においても、授業内での「ティーチング」と 

「トレーニング」、課題消化や学習習慣確立のための 

「コーチング」が重要です。 

茗渓塾では一人ひとりの目的に合わせて学習計画を作成し、 

バランス良い効果的な学習を提供します。 

 

個別学習ルームの指導内容 （全科目対応） 

 

 

 

 

 

 

授業の流れ 

① チェック小テスト（毎回講師が採点します。） 

② テキスト演習（授業→演習→家庭学習課題の確認） 

③ ＰＣによるチェック演習  

④ トレーニング結果の記録 

⑤ 学習計画に基づいた家庭学習課題 

 

 

 

 

・中学受験対応   ・中学受験コースのフォロー 

・高校受験対応   ・高校受験コースのフォロー 

・大学受験対応   ・大学受験コースのフォロー 

・学校内容の先取り ・学校内容のフォロー  

・各種検定対策   ・その他 

 

チェック 

テストで 

成績診断

キストを

決定し、 

成績アッ

プの目標

不得意克服 

のための 

学習計画

し、 

成績アッ

プの目標

を 

カリキュラム

に基づく 

授業 

コーチングで 

家庭学習

指導 

生徒の目的やレベルに応じ

た指導を行います。 

テキストを決定し学習計画

を作成。成績アップの目標

を定め、授業を行います。 



授業料 (1:2の場合) 

学年 週 1回 90分/月 週 1回 120分/月 

小 1～6 18,150円(税込) 23,650円(税込) 

小 5・6受験 19,800円(税込) 25,850円(税込) 

中 1・2 18,150円(税込) 23,650円(税込) 

中 3 19,800円(税込) 25,850円(税込) 

高 1・2 20,350円(税込) 26,400円(税込) 

高 3・既卒 22,000円(税込) 28,600円(税込) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別複数単位受講の場合は、追加１単位

あたり１,１００円割引となります。 

また各コースの授業とあわせて個別学

習ルームを受講する場合は、個別１単位

あたり１,１００円割引になります。 

学習を成功させるための基本的なルール 

○遅刻や欠席をする場合等は必ず事前に連絡をお願いします。やむを得ない事情で欠席

する場合、土曜・日曜のフォロールームで学習範囲のフォローは出来ますが、授業自体

を振り替えすることは難しい場合があります。事前連絡のあったものに限り、別日の授

業を延長することは可能です。ご相談ください。（欠席の理由がはっきりしない場合や

本人都合の欠席については対応できません。） 

 

□ 入塾金 11,000円（税込） 

（保護者・兄弟姉妹が在籍された場合は免除） 

□ ２人以上のお子さまが同時に季節講習会を受講

される場合は、ご請求金額が少ないお子様の受講料

を半額とさせていただきます。 

□ 受講料の中には各種プリント代・冷暖房費・保険

代等の諸経費がすべて含まれています。 

□ テキスト代は実費にてお支払いいただきます。 

＜個別面談について＞ 

年２回、６月と１１月に保護者と

の個別面談を管理担当の専任講師

と行います。学習状況・成績の確認

を行います。指導講師との面談を希

望する場合はお申し出ください。 

土曜トレーニング・コーチングルーム 

（土）19:15～21:45 

受講料/月 (税込) 

6,600 円 (コース授業・個別と併用) 

11,000 円 (単科) 

※個別学習を受講している中高一貫校

生・高校生は「コース授業と併用」と

同額で受講できます。 



個別指導をサポートする eトレーニング(PCを使用) 

マイプリントによる演習→家庭学習としても使います。 

○コンピュータが豊富なデータベースから目的とレベルに合った演習プリントを作成。 

○成績から課題を発見し、学習計画を作ります。（授業内演習と家庭学習） 

○定期テストの時は学校の内容に合わせての演習が豊富にできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塾が実施する講習会や各種イベント

学習に参加することができます。 

講習会時は、集団授業に参加してみ

るのも飛躍につながります。 

 

 

志賀高原にて 「夏期合宿」 

 

その他「正月特訓」「合同特訓」等 



併用可能で効果的なオプション 

外国人講師によるマンツーマン
オンライン英語講義 
新指導要領では、今までの「読む Reading」と「書く Writing」に加え、「聞く

Listening」「話す Speaking」の技能が必要になります。大学入試はもちろん、高校

入試においてもスピーキング能力を得点に加味する方式が採用され始めています。 

 耳から英語で情報を得て、それを英語で考え、自分の意見を瞬時に英語で表現する。

難しいことを話す必要はありませんが、コミュニケー

ション能力を開発するためには、４技能を活用する経

験と訓練が必須です。このトレーニングに最適な学習

法が、オンライン英語レッスンです。 

 
費用と時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１回 1650円（税込） 25 分 

曜日と時間を決めての月ごとの受講予約が可能です。 

体験も同一料金で受け付けています。 

 

コース案内 

小学生ッズオンライン英語●i

キッズオンライン…文法中心のレッスン 

●英検指導（５級〜準１級） 

●英検 2次対策（３級・準２級・２級） 

中学生 
●iワークオンライン 

 教科書準拠の文法講義 

●英検指導（５級〜準１級） 

●英検 2次対策（３級・準２級・２級） 

高校生 
●英検指導（５級〜準１級） 

●英検 2次対策（３級・準２級・２級） 

 

 
 

話す・聞くをしっかり鍛え

るマンツーマンレッスン 
授業はすべて「マンツーマン」。２５分

のすべてを４技能の開発に集中できます。

発音やアクセントの訓練もしっかり出来

ます。 

 初めはなかなか聞き取れず、しゃべれな

くても、経験豊富な講師が、レベルに合わ

せて指導してくれます。回を積むごとに耳

が鍛えられ，さらに英語で即答するスピー

キングの練習になります。オンラインレッ

スンでも、テキストを使用して学ぶため、

計画的に学習を進めることができます。 

 

初心者や英語が不得意な生徒にも研

修を受けた外国人のスタッフが分かり

やすく対応。「やって良かった」という

感想がほとんどです。保護者も体験の

様子を見学できます！ 



日曜サクセストレーニング 

テストの結果や日頃の成績をもとに「個別学習計画」を作成し，演習に取り組むトレ

ーニングルームです。PCで演習成果を管理し，成績処理結果をもとに，生徒 1人 1人に

復習用トレーニングの学習計画が自動で作成されます。これにより，的確な個別演習で

弱点補強＆学力向上を実現します。 

          1回 60分 1,100円（税込） 

日曜個別 

1日単位で受講できる個別指導講座です。学習単元を絞って集中的に指導を受け受講で

きるので，弱点補強に最適です。受講したい日の 1週間前までにご予約下さい。 

         1回 90分 4,400円（税込） 

 

 

 

 

 

茗渓塾は各種検定試験の準会場です 
４大検定（漢検・数検・英検・文章検）       

  誰でも、自分に合ったレベルから始められ、積み上げていくことで「資格」 

を得られるばかりか受験に必要な知識の定着を得られます。早慶レベル以上の 

大学受験なら漢検なら２級、英検は２級～準１級、数検は２級、文章検定は 

２級が必要です。小学生から準備すれば無理なく取得できます。 

積極的に取り組んでみましょう。 

 ６級 ５級 ４級 ３級 準２級 ２級 

 漢検 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高校卒 

 英検  中１ 中２ 中３ 高１ 高校卒 

 数𢮦 小６ 中１ 中２ 中３ 高１ 高校卒 

 文章𢮦   中１ 中２ 中３ 高３ 

※標準の基準です。 

 

個別学習ルームと組み合わせて選択する

と、複数教科への対応や定期テスト対策を

充実させることができます。部活動などで

忙しい生徒にお勧めです。 



 


