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自分で取り組む夏へ！ 

 みなさんは勉強が好きですか？と聞かれたら、何と答えるでしょうか？ 

 

 
 

 ベネッセが数年前に行ったアンケートの結果が上のグラフです。小学生で勉強が好きと言える生徒が約６２％

であったのが中学生になると約３７．６％になっています。また、学年が上がるにつれてその割合が減っていく

ことがわかります。なぜ勉強が嫌いになるのか？というと学年が上がるにつれて、内容が難しくなり理解に時間

がかかるものが多くなるのに、勉強時間は中１のときも中２のときもあまり変わらない、逆に小学生のときより

も減っているという結果になっているからです。つまり演習量が少ないというのが理由の一つです。難しい内容

をやっているのに演習時間が短いため、きちんと定着しない→問題が自分で解けない→嫌いという流れです。こ

れはまさに悪魔の循環です。これは早い時期に断ち切る必要があります。この夏の期間は塾では復習をメインに

扱うのはそのためでもあります。また、茗渓塾の授業は演習が多く自分で勉強に取り組むことができるスタイル

です。ですから、不足しがちな演習量をしっかり補えるようになっています。今年の夏は夏期特別授業を利用し

て、演習量を増やす→正解が多くなる→もっとやろうと意欲が出る→勉強が好きになるという逆の循環をつくる

ように取り組んでみませんか？ 

 受験生にとってはこの夏がこれまでのすべての単元をやり直すことができる最大のチャンスです。夏期特別授

業とお盆集中特訓は自分から取り組む、受験生としての勉強法を身につける、そして自分を受験生へと変える機

会として準備しています。楽しくて役に立つそんな夏をみなさんと過ごせることを楽しみにしています。 
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めいけいキッズ（小１～小４）  

働くお母さん支援！ 早い時期に勉強を習慣に！ 
○開室日  

 ８:１５開室（入室は８:００から） 

 

○学習習慣を身につける！ 

 学校の宿題指導 

 

○英語に触れる空間 

 神田外語大学が開発したキッズ英語のＰＣを

活用し，発音矯正，会話表現を学びます。 

 

○不得意を作らないＴＣ指導 

 宿題指導の中で必要な場合フォロープリント

で演習します。 

 

 

 

 

 

  

 

夏期オプション等のご確認（すべて税込表記になります。） 

・休暇期間のお迎え…通常受講日以外は 200円／日 

・振替…通常受講日で午後の時間帯を午前のみに振替→無料 

・選択オプション…①通常受講日に午前（8:15～13:00）を追加選択 1,980円／日 

         ②通常受講日以外の午前（8:15～13:00）を追加選択 2,640円／日 

         ③通常受講日以外の午後（13:00～19:00）を追加選択 2,640円／日 

         ④通常受講日以外の午前と午後を追加選択 4,180円／日 

☆夏休み中お迎えなしで通塾される場合，午前は 8:00から，午後は 12:30から入室できます。 

 19:30まで（午前のみの場合は 13:00まで）の延長は無料です。以降 15分あたり 300円の延長費用 

がかかります。お弁当を注文される場合は，別途実費の請求となります。 

☆通常週 3回以上お迎えオプションをご利用されている場合は，通常受講日以外のお迎えを追加料金 

なしでご利用できます。 

 

①兄弟割引（ご兄弟で、めいけいキッズに通っている場合のみ） 

 ご兄弟でめいけいキッズをご利用される場合は、ご兄弟割引（基本料金額の低いご兄弟分の料金が 30％

off）となります。 

 ※茗渓塾（塾生）とめいけいキッズ（キッズ生）とのあいだの兄弟割引はありません。 

 

②塾セット割引 

茗渓塾の夏期講習を受講される場合は、キッズの基本料金（オプション分は除く）または塾の講習費用 

の請求額が少ない方が 30％offとなります。 

 ※①と②はどちらかのみ適用となります。 

※塾の夏期講習兄弟割引との併用はできません。どちらか一方の割引を選択下さい。  

 

③ご兄弟で選択オプションを追加する場合は、請求金額の低いご兄弟分の料金が 50％offとなります。  

 

７～８月カレンダー めいけいキッズ

月 火 水 木 金 土 日

20 21 22 23 24 25 26

○ ○ ○

27 28 29 30 31 1 2

○ ○ ○ ○ ○

3 4 5 6 7 8 9

○ ○ ○ ○ ○

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

○ ○ ○ ○ ○

24 25 26 27 28 29 30

○ ○ ○ ○ ○
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小学生夏期特別授業案内 

小１・２わくわくワークルーム 
 

 一学期の不安な部分を一掃しよう！ 

  学習内容 一学期の総復習 

  日程 木曜７月３０日,８月６日，２０日，２７日 全４回  

   金曜７月３１日,８月７日, ２１日, ２８日 全４回 

時間 ２教科（算国） 15:50～16:50 ３教科（算国英） 15:20～16:50 

受講料 ２教科 8,800円 ３教科 11,000円 教材費 算国 550円 

 

小３～６ピラミッド＆TTCコース 
 

 一学期の不安な部分を一掃＆計算力をつける夏！ 

  学習内容 一学期の総復習 

  日程 小６ピラミッド：下の表の「６ピ」参照 

小５ピラミッド：下の表の「５ピ」参照 

小４ピラミッド：下の表の「４ピ」参照 

小３ピラミッド：下の表の「３ピ」参照 

       

  時間 国算：16:55～19:00  

  受講料 算国 ２教科 13,200円 教材費 算国 605円 

英語 7,150円 教材費 算国 605円 
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小学生夏期特別授業案内 

四谷大塚中学受験コース 小３受験 

 中学受験の基礎を固める夏！ 
  学習内容 一学期の総復習＋思考力を高める問題演習 

  日程 通常日程 ７月２２日，２９日，８月５日，１９日，２６日 

時間 16：50～19：00 

受講料 内部生は７月・８月通常授業料（13,200円）に含まれます。教材費 1,320円 

    外部生は全５回で 16,500円 教材費 1,320円 

 

四谷大塚中学受験コース 小４受験 

思考力を伸ばす夏！ 
  学習内容 一学期の総復習＋思考力を高める問題演習 

  日程 通常日程 ７月２２日，２９日，３０日，８月５日，６日，１９日，２０日，２６日，２７日    

時間 16：50～19：00 

  土曜特別日程 ７月２５日，８月１日，８日，２２日，２９日  

時間  9：30～12：30 

受講料 内部生 土曜特別受講料 も合わせて 42,900円 教材費 5,280円（4教科） 

    外部生 全日程で 52,800円 教材費 5,280円（4教科） 
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小学生夏期特別授業案内 

四谷大塚中学受験コース 小５受験 

夏はレベルを上げる最大のチャンス！ 
 小５で受験勉強に必要な内容がほとんど出てくる予習シリーズは，その理解度が受験のレベルを左右します。

ここで必要な内容を復習し整理することで自分を 1つ上の段階へ上げることができます。 

 学習内容 シリーズ上の総復習＆シリーズ下の重要単元の予習 

 日程 通常日程 ７月２１日，２８日，３０日，３１日，８月４日，６日，７日，１８日，２０日，２１日 

         ８月２５日，２７日，２８日 （毎週：火・木・金） 

    時間 17：00～20：40 （※上記日程は金曜日も 20：40までになります。） 

    土曜特別日程 ７月２５日，８月１日，８日，２２日，２９日 

    時間 13：00～17：05 

 受講料 内部生は７月分は通常と同じ， 

８月分は土曜特別日程も合わせて 66,000円 教材費 5,280円（4教科） 

     外部生は全日程で 77,000円 教材費 5,280円（4教科） 
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四谷大塚中学受験コース 小６受験 

全ての単元をやり直し，入試レベルに引き上げる！ 
いよいよ最も重要な夏がやってきます。この夏に全ての単元をやり直し，理解が不十分なところを補うことが

必要です。９月以降は「志望校別特訓」や「過去問演習」が始まり入試問題そのものを解き，いかに得点するか

が課題になってきます。７～８月にＫ・Ｙ（こだわってやり直し）などの学習法を身につけましょう！ 

 学習内容 学習内容の総復習，基礎固めから発展演習まで 

 日程 通常日程 ７月２０日，２１日，２７日，２８日，３０日，３１日、８月３日，４日，６日，７日， 

１７日，１８日、２０日，２１日，２４日、２５日、２７日、３０日 （毎週：月・火・木・金） 

    時間 17：00～21：00  

    土曜特別日程 ７月２５日，８月１日，８日，２２日，２９日 

    時間 10：00～18：00 

     

 受講料 内部生は７月分は通常授業料 

８月分は土日特別日程も合わせて 107,800円 教材費 6,160円（4教科） 

外部生は全日程で 116,600円 教材費 6,160円（4教科） 

 

 お盆集中特訓 「第１志望に向けてもう一段レベルアップ」 

 日程 ８月１１日～１４日 

 時間 9：00～17：00 

 受講料 35,200円 

 会場 笹塚教室，瑞江教室，川口教室，稲毛教室（今後変更の可能性もあります） 
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小学生夏期特別授業案内 

小５公立一貫校受検コース 

レベルに合わせた演習と不得意克服！ 
 夏までに学習した内容の中で不得意を残さず，レベルを上げる演習で力をつけます。適性検査を解くために必

要な知識の習得と，適性検査型の問題を演習し解き方を学びます。作文課題は添削して，どのように書けばいい

のかに気づかせます。 

 学習内容  

 日程 通常日程 ７月２２日，２９日，３１日，８月５日，７日，１９日，２１日，２６日，２８日 

（毎週水・金） 

    時間 17：00～18：50 

 選択 土曜特別特訓 日程 ７月２５日，８月１日，８日，２２日，２９日 

    時間 13：00～16：15 

 受講料 内部生 通常日程 ７月分・８月分受講料に含む（22,000円） 

         土曜特別日程 16,500円 

     外部生 通常日程 ７月から８月の全日程 27,500円 

         土曜特別日程 16,500円 

 教材費 内部生 通常日程 なし  土曜特別日程 1,573円 

     外部生 通常日程 別途  土曜特別日程 1,573円 
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小６公立一貫校受検コース 

記述力のアップが最重要課題！ 
 基礎学力と応用力，作文力等これまでの訓練に加えて，さらに記述力のアップと入試問題へのアプローチをね

らいます。記述においては，単に書けるだけでなく，表現力を上げていく指導が必要です。 

 学習内容 適性検査問題頻出パターン別演習 

 日程 通常日程 ７月２２日，２９日，３１日，８月５日，７日，１９日，２６日，２８日 

（毎週水・金） 

    受講料 内部生は７月分は 26,400円，８月分は土曜特別日程も合わせて 46,200円 教材費 1,573円 

    外部生は全日程で 57,200円 教材費 1,573円 

 

 お盆集中特訓 「第１志望に向けてもう一段レベルアップ」 

 日程 ８月１１日～１４日 

 時間 9：00～17：00 

 受講料 35,200円 

 会場 笹塚教室，瑞江教室，川口教室，稲毛教室（今後変更の可能性もあります） 
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小学生夏期特別授業案内 

個別学習ルーム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指導内容 日程・時間帯 受講料（税込） 

○各コースの夏期講習内容   小１～６  …18,150円 

○学校内容の演習や宿題   小５・６受験…19,800円 

○前学年までの復習 各教室に 1単位当たり 中１・２   …18,150円 

○不得意教科演習 お問い合わせください。 90分×4日間 中３     …19,800円 

○さまざまなフォロー学習  外部生は 

教材費 1,100円 

高１・２   …20,350円 

高３・既卒 …22,000円 ○その他の個別課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別１：２ 

学習計画→成績評価→学習記録→家庭学習指導 

７月は通常授業・８月は内部生は通常授業、または

４日間の集中講座 

２学期に向けてしっかり理解しておきたい教科や

単元を選択して受講します。夏の講習期間の集中

学習が理解を深め，次の成績アップにつながりま

す。 
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オンライン英語講義  

1回から選択できます。1回 1650円 

日程も選べます。25分間のマンツーマン 
 

日程・時間帯は各教室にご確認ください。 

 小学生対応教材 
アイキッズイングリッシュ（文法編） 

英検対応リズムでマスター（5級～2級） 

 

 

 

 

 

お盆集中特訓 
 

 受験生としての勉強法の体得 

 ９月以降の学習は志望校別特訓や過去問演習など今まで獲得したものをアウトプットできるか？そして、でき

なかった問題をいかに身につけるかが重要です。お盆集中特訓ではいくつかのテーマについて、授業➞演習➞復

習➞テスト➞やり直しのプロセスを実践します。また、茗渓塾オリジナルの集中力を鍛えるイベントも駆使し、

受験生として一段成長させます。 

 

 

日程 ８月１１日～１４日   

時間 9:00～17:00 

場所 笹塚・瑞江・稲毛・川口教室（予定） 

   ※各教室から引率します 

受講料 35,200円（税込） 

 

 

 



11 

 

 


