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          中学受験  ２０２２年２月４日(金)新学期スタート 
 四谷大塚私国立中学受験コース・公立一貫校受検コース 

 

 

 その他のコース ２０２２年３月 新学期スタート  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                       

 春・夏・冬の特別講習について 

 

 

 

 

 

 

茗渓塾 ユーカリが丘教室 

 

 

 

 

 

□ 各コースとも入塾金 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する場合、 

請求金額の少ないお子様の受講料を半額とさせていただき

ます。 

 
＜注＞●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。 

（年会費・月会費は必要ありません。） 

●テキスト代は実費にてお支払いいただきます。 

●各コースの曜日・時間設定は教室によって異なります。 

 

２０２2年度 

茗渓塾授業時間＆受講料 

 

各コースとも年間カリキュラムの一環として組み込まれております。  

特別なお申し込みは必要ありません。やむなき事情で参加できない  

場合は、春期講習は２月末まで、夏期講習は６月末まで、冬期講習は  

１０月末までにご相談ください。 

 



 

①小学生基礎学力  

 
・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。 

 

★小１・２〈わくわくワークルーム〉 個別プリント演習ルーム 
学年 教科 回数 時間 受講料／月（税込） 

小１・２ 算国 週１回 15：20～16：50 ８,８００円      

 

〇月曜日～金曜日までご都合に合わせて受講日を選択できます。（定員に達した場合は除く） 

  

★小１～４ 学習指導つき学童保育〈めいけいキッズ〉 
学年 曜日 時間 受講料／月（税込） お迎え費用／月（税込） 

      週１回：１３,２００円 １,５４０円 
     週２回：２２,０００円 ３,０８０円 

小１～４ 月～金 １３：００～１９：００ 週３回：３０,２５０円 ４,６２０円 

      週４回：３７,４００円 ４,６２０円 

      週５回：４４,５５０円 ４,６２０円 

      〇19:30までは延長無料 以降 330円/15分の延長料金となります。 

 

 

【単位選択制】１単位（週１回６０分）から受講できます。 

★小３～６〈ピラミッド＆ＴＴＣコース〉 
 

受講数 受講教科 受講料／月（税込）

み）） 
１単位 

国語 or 算数 or 理社 ６,６００円   

英語 ７,１５０円   

２単位 
国語・算数 １２,１００円   

国語・英語 or 算数・英語 or 英語・理社 １２,６５０円   

３単位 
国語・算数・理社 １８,１５０円   

国語・算数・英語 １８,１５０円   

４単位 国語・算数・理社・英語 ２４,２００円   
・『ピラミッドテスト』授業料に含まれています。（※１は含まれていません。） 

・『小学生標準学力判定テスト』 無料で受けられます。 

・『進研テスト』を希望の場合は、1 回あたり２科 1,450 円、４科 1,600 円(税込)となります。 
『進研テスト』は小４から受験できる外部テストです。 

 

  

 

曜日・時間帯 

学年 教科 曜日 時間  学年 教科 曜日 時間 

小３ 
国 火 18：00～19：00  

小５ 
国 木 16：50～17：50 

算 火 16：50～17：50  算 木 18：00～19：00 

小４ 
国 火 16：50～17：50  

小６ 
国 木 18：00～19：00 

算 火 18：00～19：00  算 木 16：50～17：50 

 

学年 教科 曜日 時間 

小４～６ 
初級英語 金 16：50～17：50 

中級英語 金 18：00～19：00 

 

※1 



②中学受験  

 
・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。 

 

★〈四谷大塚私国立中学受験コース〉 
 

学年 教科 曜日 時間 受講料/月（税込） 

小３ 算数・国語 水 16：50～19：15 13,200 円 

小４ ４科クラス 
火 

木 
16：50～19：15 28,600 円 

小５ ４科クラス 

月 

水 

金 

16：50～19：15 40,700 円 

小６ 

４科クラス 

 

月水金 

土 

 

16：50～19：15 

14：30～16：45 
46,200 円 

２科クラス 

 

月水金 

土 

 

16：50～19：15 

14：30～16：45 
46,200 円 

選択（9 月から） 

公立一貫校 

演習講座 

木 16：50～20：00 

通塾生 5,500 円 

（この講座のみ 

11,000 円） 

 

★小５・小６の受講料には『復習チェックテスト』『マンスリーテスト』の費用が含まれています。 

 

★四谷大塚のテストを別途申し込むことができます。 

 小４～６週例テスト 15,400 円(税込)／月 (土)小４ 午後 0:30～2:30、 

小５午後 2:30～5:00 ･ 小６午後 4：45～7：15 

小３～６月例テスト  １回につき小３：3,300 円（税込）、小４～６：4,400 円（税込) 

小４～６公開組分けテスト １回につき 4,400 円（税込) 

 

 

土曜宿題一掃ルーム (土)小 4 10：00～12：00 小 5 12：30～14：30 通塾生 無料 

 

★〈公立一貫校受検コース〉 

 

学年 教科 曜日 時間 受講料/月（税込） 

小５ 

・ 

小６ 

算・国 

理・社 

月 

水 

（金） 

記述力養成・学力講座 

17：40～19：15 

小６の９月から 

（金）16：50～20：00 

22,000 円 

※小６の 9 月以降 

週 3 回 30,800 円 

 

土曜宿題一掃ルーム (土)小 5 12：30～14：30 小 6 14：30～16：30 通塾生 無料 

 

 

■上記２コースとも小６の通常授業は１月までです。２月は受験対応＆中学準備講座に移行し、 

２月末で卒塾となります。『中学準備講座』週３回：午後５：４０～７：１５ 費用 30,800 円(税込) 

（受験中の場合は、受験対応を実施します。） 



③高校受験  
 
・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。 

 

★中１～３〈中学生進学選抜コース〉 
  

学年 教科 曜日 時間帯 受講料/月（税込） 

中１ 
３科 国数英 火木 19：15～21：30 25,740 円    

５科 国数英理社 月火木 19：15～21：30 32,780 円    

中２ 
３科 国数英 火木 19：15～21：30 25,740 円    

５科 国数英理社 火木土 19：15～21：30 32,780 円    

中３ 

３科 国数英 

※９月より週３回 

水金 

（土） 
19：15～21：30 

27,500 円    

（※38,610 円） 

５科 国数英理社 

※９月より土曜日が追加 

月水金 

（土） 
19：15～21：30 

36,850 円    

（※47,520 円） 

中１～３ 
(選択)サクセストレーニング 

(苦手単元の集中強化) 土 
(ご希望の時間帯で) 

１時間 
1,100 円/１時間 

 

★受講料には『進研テスト』の費用も含まれております。Ｖもぎの費用は実費となります。 
 

  ＴＣルームのみ単科で受講する場合は、受講料\11,000(税込)です。 

※中３は９月以降週１回土曜日の授業枠が拡大されます。（ ）内の料金は９月以降のものです。 

 

★中１～３〈中学生特進コース〉 
 

学年 教科 曜日 時間帯 受講料/月（税込） 

中１ 

３科 国数英 火木 19：15～21：30 26,510 円   

５科 国数英理社 月火木 19：15～21：30 33,550 円   

(選択)特進ＴＣルーム  20：00～21：30 6,600 円   

中２ 

３科 国数英 月火木 19：15～21：30 33,550 円   

５科 国数英理社 月火木土 19：15～21：30 44,220 円   

(選択)特進ＴＣルーム  20：00～21：30 6,600 円   

中３ 

３科 国数英 水金土 19：15～21：30 38,610 円   

５科 国数英理社 月水金土 19：15～21：30 47,520 円   

(選択)特進ＴＣルーム  20：00～21：30 6,600 円   

中１～３ 
(選択)サクセストレーニング 

(苦手単元の集中強化) 土 
(ご希望の時間帯で) 

1 時間 
1,100 円/1 時間 

 

★受講料には『進研テスト』・『特進タームテスト』の費用も含まれております。 

駿台テスト・Ｖもぎの費用は実費となります。 



④大学受験  
 

・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。 

 

★〈一貫校中学生コース〉 １教科９０分 

グループ指導で個別対応授業(単科制週 1 回９０分) 
 

学校のシラバスに沿った学校の予習型演習授業。「塾オリジナルプリント教材」で演習量を確保。 

 

 

教 学 
曜日 時間 

科 年 

数 中１ 金 ２０：００～２１：３０ 

学 中２ 金 ２０：００～２１：３０ 

  中３ 金 ２０：００～２１：３０ 

英 中１ 水 ２０：００～２１：３０ 

語 中２ 水 ２０：００～２１：３０ 

  中３ 水 ２０：００～２１：３０ 

 中１～３ 
土曜インテンシブ （土）１６：３０～１８：４５ 

１９：１５～２１：３０ 

 

 

 

★〈高校１・２年コース〉 １教科９０分 

進学クラス (全教室実施)   
教材「新演習スタンダード」や「塾オリジナルプリント」を使用してグループによる個別対応授業を展開 

 

特進クラス(船橋教室・川口教室で英語、数学を開講)  

教材「プログレス」を使用。 

最難関国公立(東大・東工大・一橋・国立医学部)対応 

 

 

進学クラス（土気教室） 

教 学 
曜日 時間 

科 年 

数 高１ 金 ２０：００～２１：３０ 

学 高２ 金 ２０：００～２１：３０  

英 高１ 水 ２０：００～２１：３０ 

語 高２ 水 ２０：００～２１：３０ 
 

 高１・２ 
土曜インテンシブ （土）１６：３０～１８：４５ 

１９：１５～２１：３０ 

受講料／月（税込） 

   １教科 １３,７５０円 

２教科 ２７,５００円 

 

★土曜インテンシブ（135 分） 

（チューター付き演習ルーム） 

コース授業と併用：1 単位５,９４０円／月 

単科：1 単位 ９,９００円／月 

   2 単位１４,８５０円／月 

受講料／月（税込） 

   １教科 １３,７５０円 

２教科 ２７,５００円 

３教科 ３８,５００円 

 

★土曜インテンシブ（135 分） 

（チューター付き演習ルーム） 

コース授業と併用：1 単位５,９４０円／月 

単科：1 単位 ９,９００円／月 

   2 単位１４,８５０円／月 



★〈高校３年・既卒生コース〉  １教科９０分（９月以降１２０分） 

授業(単科制) 英語・数学ⅠAⅡB・理系数学・国語 

 

進学クラス (全教室実施)   

教材「新演習スタンダード」や「塾オリジナルプリント」を使用してグループによる個別対応授業を展開  

 

特進クラス(船橋教室・川口教室で英語、数学を開講)  

教材「プログレス」を使用。 

最難関国公立(東大・東工大・一橋・国立医学部)対応 

 

AO・推薦入試対策講座(８月～稲毛教室で開講予定) 

小論文対策はもちろん、その他志願理由書の書き方や面接 

対応等それぞれの入試に必要な対策を実施。 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※模試代は実費となります。 

 

 

⓹英検＆英語４技能対策講座  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進学クラス 曜日 時間 

数学ⅠAⅡB(ミドル) 金 ２０：００～２１：３０ 

２０：００～２１：３０ 

２０：００～２１：３０ 

 

理系数学（ハイ） 金 

英語 火 

国語  

土曜インテンシブ （土）１６：３０～１８：４５ 

１９：１５～２１：３０ 

受講料／月（税込） 

  １教科 １３,７５０円（１９,２５０円） 

２教科 ２７,５００円（３７,９５０円） 

３教科 ３８,５００円（５０,６００円） 

（ ）内の料金は９月以降のものです。  

 

★土曜インテンシブ（135 分） 

（チューター付き演習ルーム） 

コース授業と併用：1 単位５,９４０円／月 

単科：1 単位 ９,９００円／月 

   2 単位１４,８５０円／月 

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。１回から選択できます。 

費用： 1 回 1,６５0 円(税込)  日程・時間： 選択可能 

 

 内容一覧 

小学生～高校生 英検 5 級～準 1 級対策（一次・二次）・高校受験対策・大学受験対策 

 

 



 

⑥個別学習ルーム  
 

・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「１：２」 
 

火曜日～金曜日  午後５時～  午後７時～ 

土曜日  午後１時～  午後３時～  午後５時～  午後７時～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦土曜活用コース   午後１：００～午後７：００ 

★１回から受講でき、一つの単元にしぼって指導 

１週間前までにお申し込み下さい。（登録制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当日キャンセルの場合は、キャンセル料（受講料の半額）をいただきます。 

 

 

 

 ９０分受講料／月(税込) １２０分受講料／月(税込) 

小 1～小６ １８,１５０円 ２３,６５０円 

小５・６受験 １９,８００円 ２５,８５０円 

中１・２ １８,１５０円 ２３,６５０円 

中３ １９,８００円 ２５,８５０円 

高１・２ ２０,３５０円 ２６,４００円 

高３・既卒 ２２,０００円 ２８,６００円 

 

土曜サクセストレーニング 
全学年対象 

教 科／国語・算数・数学・理科・社会・英語 

受講料／１単位 ６０分 

１回６０分 1,100 円（税込） 

 

 

土曜個別「 １ ： ２ 」 
全学年対象 

教 科／国語・算数・数学・理科・社会・英語  

受講料／１単位 ９０分 

１回９０分 4,400 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。 

 

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。 

★土曜インテンシブ（135 分） 
（チューター付き演習ルーム） 

（土）１６：３０～１８：４５ 

１９：１５～２１：３０ 

受講料/月 (税込)  
個別・コース授業と併用： 

1 単位５,９４０円／月 

単科：1 単位 ９,９００円／月 

    2 単位１４,８５０円／月 

※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。 



 


