
夏の短期集中学習 志賀高原アクティブラーニング！満足度99%（学習のヒントがあった！）
生活ルームは担当講師が指導。食事はビュッフェスタイルが中心、アレルギー等にも対応します。

「生活習慣」と「学習法」をゲット！

レベルアップの受験生合宿

費用 77,760円（税込）
（金）8/17 （火）8/21～

● 小6受験合宿
● 中3ミドルレベル合宿
● 中3ハイレベル合宿
● 高3・既卒生合宿

ホテル全体が英語空間

費用 59,400円（税込）
（金）8/17 （月）8/20～

● 中1 English Camp
● 中2英語レベルアップ合宿
● 英語4技能合宿（一貫校中3・高1・高2）

飛躍を作る小学生合宿

● 小6公立一貫校受検合宿
● 小5森のスクール

● 小4森のスクール
● 自然体験合宿（小3～小6）

費用 59,400円（税込）
（金）8/17 （月）8/20～

費用 39,800円（税込）
（金）8/17 （日）8/19～

通い型集中学習！

重要単元攻略と不得意克服（笹塚・船橋教室で開講）

中3短期集中ゼミ ［9：00～20：00］

費用 32,400円（税込）
（金）8/17 （火）8/21～

中1・2短期集中ゼミ ［9：00～18：00］

費用 21,600円（税込）
（金）8/17 （月）8/20～

課題消化と不得意克服（本八幡教室で開講）

一貫校中学生・高校生
短期集中インテンシブ
［9：00～18：00］

費用 24,300円（税込）
（日）8/12 （水）8/15～

お盆期間特別インテンシブ

小学生

「自分で取り組む」をつくる夏！
夏はアクティブラーニング！

能動的学習で力をつける！

めいけいキッズ（小1～小3）

わくわくキッズ（小1～小3）

わくわくワークルーム（小1・小2）

ピラミッド＆ＴＴＣコース（小3～小6）

四谷大塚中学受験コース（小3～小6）

中学受験サクセスコース（小5・小6）

公立一貫校受検コース（小5・小6）

サクセストレーニング（小1～小6）

中学生

高校受験進学選抜クラス（中1～中3）

高校受験特進クラス（中1～中3）

私国公立一貫校中学生コース（中1～中3）

サクセストレーニング（公立中1～中3）

高校生・既卒生

全学年対象

詳しい内容・日程・費用は、
2018summer夏期案内を
ご請求ください。

① 小学生案内
② 公立中学生案内
③ 一貫校中学生＆高校生・既卒生案内

夏期講習受付中
小岩・瑞江・川口・笹塚・王子・本八幡・ユーカリが丘・鎌取・大宮

笹塚・小岩・東大島・稲毛・土気・ユーカリが丘・川口

方南・大山・千葉・船橋・土気・東大島
開
設
コ
ー
ス

参加
受付中！
7月15日締切

26年間育てた茗渓オリジナル！

大学受験コース

個別学習ルーム1 ： 2
オンライン英語講義



03-3320-9661
本 部

03-3659-8638
教務本 部

■ 各教室にお問い合わせください。 教室営業時間：平日 PM1時～PM10時／土曜 AM10時～PM10時／日曜 AM10時～PM6時 http://www.meikei.com

〒151-0073
渋谷区笹塚2-18-3 VORT笹塚ビル

TEL  03-3378-0199

笹塚教室
〒168-0062
杉並区方南2-23-22 方南共同ビル

TEL  03-3313-2720

方南教室
〒114-0002
北区王子2-15-10 榎ビル2F

TEL  03-3913-8977

王子教室
〒173-0021
板橋区弥生町3-1 ハックベリーハイムⅢ2F

TEL  03-3958-3119

大山教室
〒133-0056
江戸川区南小岩8-4-27

TEL  03-3672-1010

小岩教室
〒132-0011
江戸川区瑞江2-5-3 グレイス瑞江2F

TEL  03-3698-7070

瑞江教室
〒267-0066
千葉市緑区あすみが丘3-4-1

TEL  043-205-5541

土気教室
〒330-0846 さいたま市大宮区
大門町1-63 栗橋ビル4F

TEL  048-650-5655

大宮教室

〒272-0023
市川市南八幡4-2-3 丸玉第一ビル6F

TEL  047-393-6506

本八幡教室
〒263-0043
千葉市稲毛区小仲台6-19-25 MSビル2F

TEL  043-207-6565

稲毛教室
〒273-0005
船橋市本町6-1-13 YMビル5F　

TEL  047-460-3816

船橋教室
〒260-0045
千葉市中央区弁天1-1-5 中村ビル2F　　

TEL  043-290-5680

千葉教室
〒354-0018
富士見市西みずほ台2-3-12　

TEL  049-251-2048

富士見教室
〒332-0016
川口市幸町3-7-22　

TEL  048-241-5456

川口教室
〒285-0859 
佐倉市南ユーカリが丘11-2 SYビル

TEL  043-460-2070

ユーカリが丘教室
〒266-0031
千葉市緑区おゆみ野3-8-1 山太ビル2F

TEL  043-300-0011

鎌取教室

〒136-0072 江東区大島7-22-15
バロンハイツ大島2F

TEL  03-5875-1223

東大島教室

※当塾では電話や戸別訪問等での営業活動は一切行っておりません。指導の充実を第一と考えています。　※名前の似た塾の勧誘を誤解して苦情を持ち込まれるケースがあります。必ず相手の電話番号をお確かめください。

各教室の
地図は
こちらから

めいけいキッズ

講習会および入塾のお申し込み方法

Step1
お問い合わせ・
資料請求

Step3

個別面談

Step4

受講開始

Step2
クラス分けテスト・
体験・カウンセリング

13：00～19：00（19：30まで延長無料） ビジター生のお迎えはありません。

午前オプション 8：00～13：00は＋1,620円/1日 
塾の夏期講習とセットの場合は割引料金になります。（塾の夏期受講料30％OFF）
兄弟（姉妹）割引等がご利用できます。

七夕飾り体験会＆説明会 現小1～小3および
次年度をお考えの年長の方

中学受験 

夏期講習からご検討されている方は

（21コース）

7月授業を夏期講習プレ体験として受講することもできます。

個別学習ルーム・めいけいキッズ・わくわくキッズおよび１年以内に無料体験をした
方は対象外となります。
無料体験は教材費のみでご参加いただけます。
夏期講習の期間は体験を行いません。7月プレ体験をご利用ください。
受験学年（小6・中3・高3）の今年度の無料体験は7月までで終了となります。
お早めにお申込みください。

・

・
・
・

志望校別特訓 直前の志望校の傾向対策！
9月スタート！

楽しく学びながら、自然に学習習慣を身につける！

（7/1～受付開始）詳細パンフレットをご請求ください。

頑張る高校受験！最上位校を目指す！

各教室で実施

小岩教室

03-3659-8518

瑞江教室

03-3698-7001

川口教室

048-229-3560

笹塚教室

03-6300-6005

本八幡教室

047-303-3433

ユーカリが丘教室

043-290-9006

鎌取教室

043-312-4555

王子教室

03-5933-6565

大宮教室

048-788-2755

苦手な部分を塾で補う！
忙しい生徒もピンポイントで
弱点補強ができます。

日曜サクセストレーニング

ピンポイントで手軽に弱点補強！

日曜個別　1回90分 4,320円（税込）
1回60分 1,080円（税込）

学習
計画 授業 成績

評価

※ピラミッドおよび中学生の一貫校生クラスは除く

（日）6/24
特進選抜テスト「特待生」認定テストを兼ねます。小中学生標準学力判定テスト

（日）7/1 基礎学力を知り学習法を
見つけるための診断テスト 無料

テスト時間対象学年 教科

小1～小3

小4

小5・小6

中1～中3

9：00～10：10

9：00～11：10（全選択の場合）

9：00～11：45（全選択の場合）

9：00～11：50

• YT御三家コース

• 四谷大塚学校別対策コース

• 渋谷幕張コース

• 市川・東邦・昭和秀英コース

• 男女難関コース

• 男女ハイレベルコース

• 男女難関＆栄東コース

• 公立一般コース／基礎コース（私立）

• 上位校コース

本八幡

本八幡

本八幡

本八幡

本八幡

川口笹塚小岩

川口

本八幡

川口本八幡

小岩

小岩

川口

笹塚

船橋

全教室

千葉

稲毛

瑞江

笹塚

王子

笹塚

• 県立千葉・東葛飾コース

• 市立稲毛コース

• 東京公立一貫A（両国・白鷗）

• 東京公立一貫B（富士）

• 東京公立一貫C（小石川）

• 東京公立一貫D
　（九段・桜修館・武蔵・東大附属）

［時間］14：00～18：00 / YT御三家のみ 9：00～19：00
学習診断表と今後の学習計画表をお渡しします。

難関私国立5科 14：00～19：00 / その他の上位校コース 15：00～19：00

［日程］

［時間］
［日程］

9/8、22、29・10/6、20、27・11/3、17、24・12/1、15、22・1/12、19
県立千葉・東葛飾コース 9/8、22、29・10/6、13、20、27・11/3、10、17、24、25・12/1、2

日曜日実施 9/16、23・10/7、14、28・1１/4、18・12/2、9、16

［日程］日曜日実施 10/7、14、28・11/4、18・12/2、9、16
15：00～18：00［時間］ 費用 19,440円（税込）

9月スタート費用 32,400円（税込） / 10月スタート費用 25,920円（税込）

全14回 45,360円（税込）

 全6回 32,400円（税込）

※YT御三家のみ別途テスト代 月額15,120円（税込）
※事前申込制　定員で締め切ります。1回から受講できます。

大学入試 志望校傾向に合わせて実力アップ!

• 東大国立最上位文系

• 東大国立最上位理系

• 国立理系

• 国立センター重視

A日程

A日程

A日程

A日程

B日程

B日程

B日程

B日程

B日程

• 早慶上智文系

• 早慶MARCH理系

• MARCH文系

• 私大センターレベル

• 医療薬看護
［時間］14：30～18：00［場所］小岩教室

［日程］ 9/8、29・10/13、27・11/17・12/１A日程

B日程

高校入試

① 難関私国立5科

② 難関私立3科（早慶レベル）

③ 私立ハイレベル（MARCH）

④ 都立最上位

⑤ 埼玉県立最上位

⑥ 千葉県立最上位　

国・算（各30分）

国・算（各40分）［選択］理社40分

国・算（各40分）［選択］理社40分　英語30分　

国・数・英・理・社（各30分）　

夏期
ビジター生受付
小1～小3

対象

夏期
ビジター生
受付中！
小1～小3

9/15・10/6、20・11/3、24・12/8

塾をよく知ってもらうために

1ヶ月無料体験受付中
入塾金無

料

キャンペ
ーン

実施中！

6/30（土）
6/30（土）
   7/1（日）
   7/7（土）
   7/7（土）

10：00～11：30

11：00～12：30

10：00～11：30

10：00～11：00

14：00～15：30

小岩・笹塚・鎌取・王子・本八幡
ユーカリが丘
瑞江
大宮
川口

日程 時間教室

12日間 28,620円 / 8日間 20,520円 / 4日間 12,420円
※費用は税込

内容単元を絞って一日単位で選択できる 全学年対象 10時～18時

大好評！
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