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小学生コース紹介 
 

〇小１・２わくわくワークルーム 
 

 次の学年に向けて、重要単元の総復習を行います。自

分で学習に取り組めるので、楽しく自分のペースで演習

できます。 

 

〇ピラミッド＆ＴＴＣコース 
 

 小テスト→問題演習→家庭学習（個別課題）の流れ

で、小テストで先生が生徒 1人 1人の課題を発見、問題

演習は自分で取り組むアクティブラーニング、豊富な家

庭学習で理解を深めます。コーチングノートは自分の理

解度を自分で認識し、宿題をいつやるか書かせること

で、時間管理の意識を持たせます。 

 

〇中学受験四谷大塚コース   
 

 ６年生は実戦的なテストで本番を想定したトレーニン

グを行います。１点にこだわる、緊張感のある雰囲気で

演習に取り組みます。最後の総復習のチャンスです。こ

こでの１つの理解が大きな伸びに繋がります。小３・

４・５は各学年の重要単元を演習中心で行います。次の

学年のスタートを控えたこの時期に、分からなかった単

元を理解しておくことは非常に重要です。コーチングノ

ートを活用して、自分の理解度を確認しながら進めてい

くことができます。 

  

〇公立一貫校受検コース 
 

 ６年生は適性検査本番を見据えたトレーニングを行いま

す。１つ１つの問題を確実に理解していくことが大きな伸

びを作ります。作文も添削→書き直しを繰り返すことで、

ベストの文章に仕上げていきます。５年生は本格的に適性

検査の問題に取り組みながら、重要単元を復習すること

と、作文力を上げることが目標です。 
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中学受験カレンダー 
 

 

 １１月 

11/3（水・祝）全国統一小学生テスト 

 

 

11/13～21（各教室の日程をご確認ください。） 

 全国統一小学生テスト見直し指導 

 

１２月 

12/1  千葉県第１志望入試 

12/4・5 中学受験コース 2022年度に向けた説明会 

12/11 千葉県立・千葉市立中学入試 

12/19 小６対象「市川模試」 

12/24・25 小６受験「直前対策模試」 

     小６一貫「直前対策模試」 

 

冬期講習期間スタート 12/25～ 

12/31，1/2，1/3 正月特訓 

１月 

1/10 埼玉県入試開始 

1/15・16 中学受験コース新学期説明会 

1/20 千葉県中学入試開始 

1/22・23 第３回実用英語技能検定 

1/29 第３回日本漢字能力検定 

 

２月 

2/1  東京都・神奈川県入試開始 

2/4  中学受験コース新学期開講 

2/19 第３回数学検定 

2/19・20 中学入試報告会 

   公立一貫校受検報告会＆体験会 

１１月～１２月学習の注意点 

 

 小学 6年生は、この時期は総合的な問題に慣れ

ていく必要があります。模擬試験や過去問演習が

重要です。そこで見つかった弱点を補強していく

ことで力をつけていきましょう。 

 今まで使っていたテキストをもう一度読んで

問題をやり直すのも非常に有効です。 

 国語は国語実戦で入試の問題文に数多く触れ、

慣れを作りましょう。 

 小４・５は先につながる重要な単元が出てきて

います。単元の基本をしっかり押さえることが大

切です。 

直前期学習の注意点 

 

 どうしても不得意に目が行きますが、ここまで

くると不得意学習だけでは意欲をそぐ結果にな

ります。むしろ、得意を伸ばす学習が有効です。

また、今まで解いた過去問のできなかった問題を

解き直すことでレベルアップが可能です。これが

できるようになると必ず合格に近づきます。KY

（こだわってやり直し）がここからのキーワード

になります。この時期になると生活リズムを崩す

生徒がいます。今までの生活リズムを維持しなが

ら受験に臨むのが基本です。 
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小学生冬期講習案内 

小１・２わくわくワークルーム 

楽しく思考力を伸ばす冬！ 

 

冬期の学習内容（小１） 

教科 目標 内容 

国語 登場人物と出来事をとらえよう！ 物語文・説明文の読解・漢字練習 

算数 数の基礎・図形の基礎を学ぶ！ 数の仕組み・図形の基礎・計算練習 

英語 楽しく耳と口を鍛えよう！ 初心者 ・英検５級 ・英検４級のレベル別 

 

冬期の学習内容（小２） 

教科 目標 内容 

国語 文章読解の基礎づくり 物語文・説明文の読解・漢字練習 

算数 小２の重要単元の総復習＆計算特訓 九九の完全マスター・計算と図形の基礎 

英語 楽しく耳と口を鍛えよう！ 初心者 ・英検５級 ・英検４級のレベル別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施教室  笹塚教室・方南教室・ユーカリが丘教室・千葉教室・東大島教室 

日程   12/26（日）～12/29（水） 

 

★上記以外の教室は、めいけいキッズ（学習指導付き学童）にビジター参加可能です。 

 

めいけいキッズ（茗渓塾の学童教室） 

時間帯 13：00～19：00 途中入室・退室可 

日程 12/24～1/6 ※めいけいキッズは土日＆12/29～1/3は休講です  

内容 個別課題プリント等 

費用 4回コース 13,200 円 、6回コース 18,480 円   

受講料(税込)国算 8,800円(90分×4日間） 

英国算 13,200円(135分×4日間) 

教材費 国算合本 660円(税込) 

     国算英 1,265円（税込） 

時間 英語  8:30～ 9:15 

   国語  9:20～10:05 

   算数 10:10～10:55 

※教室により教科の時間帯が異なる場合がございます。

ご希望の教室に時間帯をご確認ください。 
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小学生冬期講習案内 

小３・４ピラミッド＆TTCコース 
様々な進路に向けて飛躍をつくる冬！ 冬期の学習内容（小３） 

教科 目標 内容 

国語 場面心情を捉え、読解のやり方を学ぶ 物語文・説明文の読解・漢字・ことばのきまり 

算数 小３の重要単元の総復習 かけ算・わり算・小数・分数・平面図形 

英語 楽しく聞きとり，楽しく発音！ 初心者 ・英検５級 ・英検４級のレベル別 

冬期の学習内容（小４） 

教科 目標 内容 

国語 場面心情を捉え、読解のやり方を学ぶ 物語文・説明文の読解・漢字・ことばのきまり 

算数 小４の重要単元の総復習 かけ算・わり算・小数・分数・面積・角度 

英語 楽しく聞きとり，楽しく発音！ 初心者 ・英検５級 ・英検４級のレベル別 

 

小５・６ピラミッド＆TTCコース 
小学校の重要単元をマスターし、中学への飛躍を作る！ 冬期の学習内容（小５） 

教科 目標 内容 

国語 文章ごとの読解のやり方を学ぶ 物語・説明・随筆の読解・漢字・ことばのきまり 

算数 小５の重要単元の総復習 倍数と約数・分数のたし算・ひき算・面積・比例 

英語 楽しく聞きとり，楽しく発音！ 初心者 ・英検５級 ・英検４級のレベル別 

冬期の学習内容（小６） 

教科 目標 内容 

国語 文章ごとの読解のやり方を学ぶ 物語・説明・随筆の読解・漢字・ことばのきまり 

算数 小６の重要単元の総復習 分数の四則計算・比・拡大図と縮図 

英語 楽しく聞きとり，楽しく発音！ 初心者 ・英検５級 ・英検４級のレベル別 

 

                         

                                          ①大山・王子・川口教室 12/27～30・1/4 

  

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島教室 

千葉教室 12/26～30 

  

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取教室                      

土気教室 12/25～29 

 

④大宮教室 小 3・4 ‥ 12/26・28・30・1/5 

       小 5・6 ‥ 12/27・29・1/4・6  

 

 

受講料 1教科につき 5,500円(税込) 

1教科 45分×5日間 

教材費 

   小 3～6…算国 770円（税込） 

   小 3・4…英語 660円（税込） 

小 5・6…英語 715円（税込） 

時間   英語 8：30～ 9：15 

     国語 9：20～10：05 

     算数 10：10～10：55 

※教室により教科の時間帯が異なる

場合がございます。ご希望教室に時間

帯をご確認ください。 
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小学生冬期講習案内 

四谷大塚中学受験コース 小３ 

 本格的な受験勉強のスタートへ、基礎固めと思考力のアップを狙う冬！ 

冬期の学習内容 

教科 目標 内容 

国語 ことばの知識の獲得と文章読解の方法を

学ぶ。 

説明文・物語文・詩の読解 

漢字・ことばのきまり・ことわざ・慣用句 

算数 規則性の発見、図形の基礎の理解 

数のしくみを学ぶ。 

規則性・平面図形・立体図形・数のしくみ 

 

①大山・王子・川口教室 12/27～30・1/4 

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島・千葉教室 

大宮教室 12/26～30 

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取教室                      

土気教室 12/25～29 

 

 

 

四谷大塚中学受験コース 小４ 

 小４の重要単元を総復習！苦手を克服し、力をつけよう！ 

冬期の学習内容 

教科 目標 内容 

国語 言葉の知識の獲得 

物語文・説明文の読解の方法を実践 

物語文，説明文，漢字練習は毎日 

算数 受験勉強の鍵となる、割合・速さ・図形問題

の学習 

割合，速さ等 

理科 ４分野の基礎事項の確認と定着 電気のはたらき・物の溶け方・ 

流れる水のはたらき・秋のころ・冬のころ 

社会 地方ごとの特徴を理解し、地理的な感覚を

身につける！ 

ふるさとじまん・田畑や牧場でつくられるもの 

これからの農業は？ 

 

①大山・王子・川口教室 12/27～30・1/4 

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島・千葉教室 

大宮教室 12/26～30 

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取教室                      

土気教室 12/25～29 

 

  

受講料 15,400円(税込) 

教材費 1,760円(税込) 

５日間 10：10～12：35 

  

受講料 28,600円(税込) 

教材費 2,750円(税込) 

５日間 13:00～17:05 
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小学生冬期講習案内  

四谷大塚中学受験コース 小５ 

 受験勉強の基礎固めと思考力アップを狙おう！ 

冬期の学習内容 

教科 目標 内容 

国語 文章ごとの読解の方法を習得。知識の獲

得。 

説明文・物語文・随筆文の読解 

漢字・ことばのきまり 

算数 比で解く文章題や図形問題を中心に、重要

単元を総復習。 

割合と比・速さと比・図形と比・数と規則 

理科 物理・化学・生物・地学各分野の重要事項の

復習。 

水溶液の濃さ・物の運動・大地の変化 

電気のはたらき 

社会 歴史の総復習と１月の予習が中心。 原始から近代までの政治と外交 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大山・王子・川口教室 12/27～30､1/4～7 

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島・千葉・大宮教室 12/26～30､1/4～6 

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取･土気教室 12/25～30､1/4･5 

 

  

（必修４科） 

8日間 13:00～17:05 

 受講料 46,200円(税込) 

 教材費 2,750円(税込) 

（選択・学習指導ルーム） 

  時間 17：10～18：45 

受講料 8,800円(税込) 

（選択・算数応用 or基本） 

  時間 11：00～12：35 

受講料 13,200円(税込) 

教材費 330円(税込) 
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小学生冬期講習案内  

四谷大塚中学受験コース 小６ 

入試直前！実戦力をつける冬！ 
冬期の学習内容 

教科 目標 内容 

国語 本番を想定した実戦演習と知識の最終確認 物語文・説明文・随筆文・詩・短歌・俳句・知識 

算数 入試の基礎のチェックとレベル別実戦演習 割合と比・速さ・数の性質・規則性・場合の数 

平面図形・立体図形 

理科 全分野をこの冬で再度やり直し 物理分野・化学分野・生物分野・地学分野 

社会 各分野の知識の総整理とレベル別演習 地理・歴史・公民・時事問題・総合問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大山・王子・川口教室 12/27～30､1/4～7 

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島・千葉・大宮教室 12/26～30､1/4～6 

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取･土気教室 12/25～30､1/4･5 

 

■全教室共通スケジュール 

 12/24（金）または 12/25（土）小学 6年生受験クラス 直前対策模試 

 12/31・1/2・1/3 正月特訓 

 

 

  

（必修４科＋過去問） 

 8日間  8:30～17:05 

 受講料 66,000円(税込) 

 教材費 6,600円(税込) 

（選択・学習指導ルーム） 

  時間 17：10～18：45 

受講料 8,800円(税込) 

 

正月特訓 12/31・1/2・3 

 3日間 9:00～17:00 

 受講料 39,600円(税込) 

冬期授業とあわせて受講する場合は

26,400円(税込) 
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小学生冬期講習案内  

公立一貫校受検コース 小５ 

小５の重要単元を総復習！適性検査問題への橋渡し 
冬期の学習内容 

教科 目標 内容 

文系 意見文の作成練習。文章を読み取る訓練。 

社会に興味を持つ。 

物語文・説明文・随筆文の読解 

言葉の知識の獲得 

理系 割合・速さなどの学年の重要単元の復習。 小数の計算・平均・単位当たりの量・割合 

平面図形 

①大山・王子・川口教室 12/27～30・1/4 

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島・千葉教室 

大宮教室 12/26～30 

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取教室                      

土気教室 12/25～29 

 

公立一貫校受検コース 小６ 

得点力をつける冬！不得意克服のラストチャンス！ 
冬期の学習内容 

教科 目標 内容 

文系 資料読み取り問題・作文の完成 テーマ別の資料読み取り・作文 

理系 理系分野の解き方を完成させる冬 算数系・理科系の分野ごとの入試問題演習 

 

 

 

 

 

 

 

①大山・王子・川口教室 12/27～30､1/4～7 

②笹塚･方南･小岩・瑞江・東大島・千葉・大宮教室 12/26～30､1/4～6 

③本八幡・船橋・ユーカリが丘・稲毛・鎌取･土気教室 12/25～30､1/4･5 

 

■全教室共通スケジュール 

 12/24（金）または 12/25（土）小学 6年生受験クラス 直前対策模試 

 12/31・1/2・1/3 正月特訓 

 

  受講料 23,100円(税込) 

  教材費 1,760円(税込) 

5日間 13:00～16：15 

（冬期講習 必修） 

  8日間  8:30～14:35 

  受講料 49,500円(税込) 

  教材費 2,420円(税込) 

正月特訓 12/31・1/2・3 

 3日間 9:00～17:00 

 受講料 39,600円(税込) 

冬期授業とあわせて受講する場合は

26,400円(税込) 


