
 

ピラミッド＆TTC コース（小３～６） 

 

苦手科目をつくらずに、得意科目を増やす！ 

楽しく、集中した学習を身に付け、中学準備もばっちり！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語 算数 理科 社会 英語 
1 教科から選択できる授業で、他の習い事とも無理なく両立できます。 

 

茗渓塾 小学生基礎学力コース 

 

 



◆小学生のうちにおさえておきたい、基礎学力を身に付ける 

◆勉強する楽しさを通じた学習習慣を作る 

◆学力に自信をつけ、中学進学前に得意科目を作る 
 

「ＴＴＣ」とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単に授業を行うだけではなく、生徒一人ひとりに考えさせ

ながら演習量を確保し、個々の到達点に合わせた学習指導

を実施していく茗渓塾の指導スタイルです。 

T:ティーチング

わかりやすくポイント
を押さえた導入授業

C:コーチング

定着度に合わせた
学習指導

T:トレーニング

理解を深めるため
の演習量の確保



教科指導の内容（小３～６ピラミッド＆ＴＴＣコース） 
 

国語 

・全ての教科の基礎となる高い読解力の定着と読書習慣の獲得。 

・自分の考えをわかりやすく表現できる記述力の獲得。 

授業のポイント 

 文法＆知識指導 

 漢字テスト 

 読解指導（問題演習と解説） 

 文作くん（短文作成）と要旨文作り 

 

個別対応プリント（トレーニングプリント）で学校教科書の文法
と漢字にも対応します。 

学習習慣作りへの取り組みとして、宿題用教材に『ホームワーク

ドリル』を使用します。漢字練習・新出語句の意味調べと、それを
用いた短文の作成練習・テキスト本文の書写、要約作りの練習に取

り組みます。 
 

 

文章フェスティバル（毎年 8～9 月開催） 

旬の時事ネタを用いたテーマで募集するのはもち

ろん、読書感想文部門、独創性を生かせる自由作文・

創作部門など、生徒それぞれの創造性と表現力・記

述力を発揮する「文章のお祭り」です。自身の内面

や主張を表現し記述を楽しみ、その技術を高める機

会にもなっています。 

国語のアクティブラーニング！ 



教科指導の内容（小３～６ピラミッド＆ＴＴＣコース） 
 

算数 

・学習指導要領に基づく、小学校での学習内容の完成。 

・高い計算技術と、算数を通じて思考する習慣の獲得。 

授業のポイント 

 コンパクトに要点を押さえた導入授業 

 豊富な問題演習時間（講師が採点・添削） 

 生徒１人１人の実力に合わせた宿題指導 

 

解法や理論を押さえた導入授業をコンパクトに行い、演習時間を充分にとる

構成になっています。問題演習にはピラミッドテキストのほか、生徒１人１人

の進度や理解度に合わせた個別対応プリントも併せて使用し、演習量の確保と

理解度の向上を図ります。 

学校の学習内容への対応も、この個別対応プリントで実施します。 

 

 

 

計算検定システム 

茗渓塾独自の計算トレーニングシステムです。無学年制のオリジナルテキス

トでトレーニングし、昇級試験に挑戦します。上級学年・中学校内容の計算ス

キルも先取り可能です。スパイラル方式で、一度習得した計算スキルを復習し

ながらレベルアップしていきます。 

計算検定全校大会（7 月開催） 

計算検定で磨いた力で競い合う大会です。日頃の練習がものを言う個人戦、

チームワークが問われる団体戦など、様々な種目で競います。各教室を LINE

などで中継し合いながら進行します。 

算数のアクティブラーニング！ 



教科指導の内容（小５・６ピラミッド＆ＴＴＣコース） 
 

理科 

・ 知識の獲得に加え、実験操作をしながら演習を進め『なぜそう

なるのか？』を追究し、論理的に考える習慣と力を獲得します。 

授業のポイント 

 短時間で集中して行う導入授業 

 学習内容に合わせて理科実験を実施 

 単元ごとに定着確認テストを実施 

※理科と社会は合わせて 60 分 1 単位の講座となります。 

 

 

 

ワンコイン理科実験（4・6・11 月開催） 

普段の授業時間では実施できない、バラエティに富んだ実験を行います。参

加者自身が実験操作を行い、科学的現象を目にすることで、理科への興味を喚

起し、理解を深めます。 

自然体験合宿（8 月開催） 

非日常の環境の中で「自然観察学習」を行います。

合宿地の志賀高原は、亜高山帯独自の高山植物が分布

しています。動物では、イワナの原種やサンショウウ

オなどが生息しており、生物の生態観察には格好の場

です。夜には満天の星空の下、たくさんの夏の星座や

天の川などが観察できます。これらについて「調べ学習」をし、最終日にはチ

ームごとにプレゼンを行います。同時に小学校の夏休み課題として課せられて

いる『自由研究』として、提出することができる「研究レポート」の作成にも

取り組みます。 

理科のアクティブラーニング！ 



教科指導の内容（小５・６ピラミッド＆ＴＴＣコース） 
 

社会 

・ 短時間で効率よく、基本的な知識を定着させます。 

・ 文字情報の詰め込みではなく、白地図や年表を用いてビジュ

アルで体系的に理解を深めていきます。 

授業のポイント  

 

地理 都道府県や日本の産業について、学校の進度を意識しながら、学校授業

を補完していきます。 

 

歴史 基本事項を偏りなくおさえたテキストで、一つの流れとして歴史をまと

める習慣をつけます。 

 

公民 中学校での学習内容の基礎を学ぶことができます。 

 

※理科と社会は合わせて 60 分 1 単位の講座となります 

どの分野も単元ごとに定着確認テストを実施します 

 

 

 

 

小５は白地図、小６は年表作成を通じて、知識の整理・定着を図っていきます。 

 

 

 

 

社会のアクティブラーニング！ 



教科指導の内容（小３～６ピラミッド＆ＴＴＣコース） 
 

英語 

目指すこと 

・「聞く」「話す」「読む」「書く」の 4 技能を伸ばします。 

・5 年生で英検 5 級、6 年生で英検 4 級の合格を目指します。 

授業のポイント 

 テキストを Listen & Repeat しながら文法事項の導入 

 Dictation 指導 

 定着確認の Listening Test 

 WORK BOOK で Writing 指導 

 コミュニケーションに役立つ Classroom English 

Reading Sheet を用いた読解指導、トレーニングプリントを使用した『実際

に問題を解く練習』も取り入れています。 

オンライン英語講義（選択制）では、ネイティブ講師とのマンツーマンレッ

スン形式で文法対策・英検対策に取り組むことができます。 

 

 

オンライン英語講義 

オンラインシステムを利用した「話す」「聞く」

能力を養うマンツーマンレッスンです。フィリピ

ン人講師との英語のやりとりで耳を慣れさせ、ス

ピーキング能力を高めます。習った英語を利用し

て、「外国人と英語を使ってコミュニケーション

をする」という経験値も得られる講義です。 

 

英語のアクティブラーニング！ 



2019 年度 ピラミッド＆ＴＴＣコース 受講料 
 

・各コース、入塾金１０,０００円(税抜) ※ご家族が塾生・元塾生の場合は免除 

・２名以上のお子様が同時に季節講習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。 

・料金には別途消費税がかかります。 

・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。 

 
 

ピラミッド＆ＴＴＣコース（小３～６） 

 

１単位(週１回 60分)から受講できます 
 

受講数 受講教科 受講料／月（税抜） 

１単位 
国語 or 算数 or 理社 ６,０００円 

英語 ６,５００円（注１） 

２単位 
国語・算数 １１,０００円（注２） 

国語・英語 or 算数・英語 or 英語・理社 １１,５００円（注３） 

３単位 
国語・算数・理社 １６,５００円（注２） 

国語・算数・英語 １６,５００円（注３） 

４単位 国語・算数・理社・英語 ２２,０００円（注３） 

 

 

注 1…英語テスト代含む 注 2…ピラミッドテスト代含む 

注 3…ピラミッドテスト代＋英語テスト代含む 
 

 

各コースとも曜日・時間帯は教室によって異なります。 

詳しくは、教室別のコースガイダンスをご確認ください。 

http://www.meikei.com/guidance.html


季節講習について 

学校が長期休みの時期には、『季節講習』を開講します。 

春期講習（3 月下旬） 

学年が切り替わるこの時期は、誰もが新しい学年に不安と期待を持つ時期で

す。この切り替わりの時期こそ、学習に向かわせるチャンスです。春休み中に

学習法の大きな成長を作ることが、ここからの 1 年に大きな意味を持ちます。

「学習法体得」ということで「その日学習」を徹底するのが春期講習の大きな

目標です。 

 

夏期講習（7 月下旬～8 月上旬）※8 月分の授業になります 

夏休みは、まとまった時間が取れるということで、「やらされ勉強」から「能

動的な学習」へ切り替えるチャンスがあります。やってみたら「わかる！」と

いう体験から学習意欲の高まりを作る「教育コーチング」を中心に据えた夏期

講習と自然体験合宿は、さらに一歩上のレベルに導く「大きな体験」になりま

す。「自分で取組む！」…「楽しい！」…さらに意欲がわく…そこが夏期講習・

自然体験合宿の狙いです。 

 

冬期講習（12 月下旬） 

学年ごとの重要単元を復習し、次の学年への準備と橋渡しをします。苦手単

元を克服し、1～3 月に学習する内容を先行して学ぶことにより、現学年の学

習事項を完成させる冬休みになります。 

 

 

 



学習へのモチベーションを高める行事 
 

自然体験合宿（対象：小３～６） 
自然体験合宿ってどんなことをするのかな？ちょこっと見てみよう♪ 

自然観察学習 
今までにこんなことを調べたよ 

・森林の移り変わり 

・湿原の成り立ち 

・高原に生息する動植物 

・大沼池の水質調査 など 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①チームで研究テーマを決めるよ 

②山歩きをしながら現地調査に行こ
う！各チームにインストラクターが
つくから、わからないことはどんど
ん聞いてね。 

③現地調査で見つけたことは自然保護セン
ターで、図鑑などで詳しく調べるんだ♪ 

④チームごとに研究のまとめをす
るよ。プレゼン用のポスターと、
自由研究として提出するレポー
トを作ろう！ 

① ② 

③ 

④ 

⑤参加者みんなの前で発表だ！ 

⑤ 

自然観察学習の流れ 



計算検定全校大会 

計算は算数の基礎となるものであり、また、脳を非常に活性化させるという

脳科学の研究が発表されています。計算によって思考力を高め、脳を活性化さ

せ、学習への意欲をかき立てていく、これが計算検定全校大会の意義です。 

 

 

 

 

 

文章フェスティバル 

かつて「作文コンクール」としてあった行事を発展させて、小論文や小説、

詩・短歌・俳句・随筆まで各自のテーマで表現を競うものになりました。夏休

みを通じて作品を募集し、9 月中旬に選考が行われます。教室代表を選ぶ一次

審査を通った作品が、「文フェス」実

行委員の投票で最優秀賞、優秀賞、佳

作の３ランクに順位づけられ、発表・

表彰されます。 

 

 



テストと検定 
 

ピラミッドテスト（対象：小３～６） 受験料…各教科受講料に含まれます 

4 月・6 月・8 月・10 月・12 月・2 月に実施する授業受講者必修のテストで

す。テキスト内容の定着度を測定します。国算もしくは国算理社セットでの受

験になります。※小 5・6 英語ピラミッドテストを 8 月・12 月・2 月に実施します。 

 

進研テスト（対象：小４～６） 受験料…国算：１,４５０円／国算理社：１,６００円（税込） 

季節講習時（春・夏・冬）に受験できる実力テストです（小４以上の希望者

対象）。首都圏における学力偏差値を測ることができます。 

 

標準学力判定テスト（対象：小１～６） 受験料…無料 年間３回実施 

小学校で習得すべき学習事項がどの程度定着しているかを診断するテスト

です。テストで発見した弱点は、日曜サクセストレーニングで補強できます。 

 

 

検定を活用する目的 

目標設定 

意欲向上 

学習習慣の獲得 

各自の進度に合わせた「先取り」 

茗渓塾は４大検定の準会場です 



学習へのモチベーションづくりとフォロー 
 

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 1,000 円（税抜） 

 

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 4,000 円（税抜） 

 

ポイントカードシステム「生徒の安全のために」 

  （入室・帰宅時間をタイムリーにお知らせメールで自動配信） 

茗渓塾では入室時と退出時にカードを機械に通すことで保

護者にお知らせメールが配信される「ポイントカードシステム」

を導入しています。 

カードを通すと生徒には登塾ポイントが加算されます。これ

以外にも学習イベントや検定などでもポイントが加算されま

す。獲得したポイントは様々な景品に交換できます。 

ポイントカードシステムは、メール配信による安全管理だけ

でなく、学習に対するモチベーションづくりにも役立てられて

います。 

※台風や災害時の緊急のご案内もこのメール機能を利用しています。 



 

わくわくワークルーム（小１・２） 

 

すべての学習の土台となる基礎学力を育てる！ 

楽しく、集中した学習を身に付ける！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語 算数 英語 
 

茗渓塾 小学生基礎学力コース 

 

 

 



◆低学年のうちにおさえておきたい、基礎学力を身に付ける 

◆勉強のやり方を身につけて、正しい学習習慣を作る 

 
 

「ＴＴＣ」とは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単に授業を行うだけではなく、生徒一人ひとりに考えさせ

ながら演習量を確保し、個々の到達点に合わせた学習指導

を実施していく茗渓塾の指導スタイルです。 

T:ティーチング

わかりやすくポイント
を押さえた導入授業

C:コーチング

定着度に合わせた
学習指導

T:トレーニング

理解を深めるため
の演習量の確保



教科指導の内容（小１・２わくわくワークルーム） 
 

国語 

目指すこと 

・ことばの獲得と読書習慣。 

・テキスト指導、辞書引きでことばを身につけます。 

・漢字検定合格を目指す読み書き指導。 

・文章に慣れるための読書指導。 

 

算数 

目指すこと 

・計算力、思考力、発想力を育てます。 

・○○マス計算やインド式九九などで計算力を養成。 

・ポリドロンで図形に対するセンスを磨きます。 

 

英語 

目指すこと 

・音とリズムで楽しく英語に触れます。 

・歌やリズムに合わせて英語を発音。 

・正しい発音を楽しく身につけます。 

 

ポリドロン 



2019 年度 わくわくワークルーム 受講料 
 

・各コース、入塾金１０,０００円(税抜) ※ご家族が塾生・元塾生の場合は免除 

・２名以上のお子様が同時に季節講習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。 
 

わくわくワークルーム（小１・２） 税別 
学年 教科 回数 時間 受講料／月（税抜） 

小１・２ 
算国 週 1 回 60 分 ６,５００円 

算国英 週 1 回 90 分 ８,０００円 

 

各コースとも曜日・時間帯は教室によって異なります。 

 

 

学習へのモチベーションを高める行事 

 

 

 

ワンコイン理科実験（4・6・11 月開催） 

普段の授業時間では実施できない、 

バラエティに富んだ実験を行います。 

参加者自身が実験操作を行い、科学 

的現象を目にすることで、理科への 

興味を喚起し、理解を深めます。 

 

理科のアクティブラーニング！ 

http://www.meikei.com/guidance.html


季節講習について 

学校が長期休みの時期には、『季節講習』を開講します。 

春期講習（3 月下旬） 

誰もが新しい学年に不安と期待を持つ時期です。この切り替わりの時期こそ、

学習に向かわせる絶好の機会です。春休み中に学習法の大きな成長を作ること

が、ここからの 1 年に大きな意味を持ちます。「学習法体得」が春期講習の大

きな目標です。 

 

 

夏期講習（7 月下旬～8 月上旬）※8 月分の授業になります 

夏休みは、まとまった時間が多く、「やらされ勉強」から「能動的な学習」

へ意識を変える替えるチャンスの時期です。「わかる！」という体験から学習

意欲の高まりを作る夏期講習です。 

 

 

冬期講習（12 月下旬） 

学年ごとの重要単元を復習し、次の学年への準備と橋渡しをします。苦手単

元を克服し、1～3 月に学習する内容を先行して学ぶことにより、現学年の学

習事項を完成させる冬休みになります。 

 

 

 

 



テストと検定 
 

標準学力判定テスト（対象：小１～６） 受験料…無料 年間３回実施 

小学校で習得すべき学習事項がどの程度定着しているかを診断するテスト

です。テストで発見した弱点は、日曜サクセストレーニングで補強できます。 

 

各種検定テスト（対象：全学年） 年間３回実施 
 

 

 

 

検定を活用する目的 

目標設定 

意欲向上 

学習習慣の獲得 

各自の進度に合わせた「先取り」 

 

 

ポイントカードシステム「生徒の安全のために」 

  （入室・帰宅時間をタイムリーにお知らせメールで自動配信） 

 

茗渓塾では入室時と退出時にカードを機械に通すこと 

で保護者にお知らせメールが配信される 

「ポイントカードシステム」を導入しています。 

 

※災害時の緊急のご案内もこのメール機能を利用 

茗渓塾は４大検定の準会場です 


