
中学受験をスタートさせよう！
それは未来を変えること…

選べる3つのコース

2つのコースで成長の段階に対応する→基本コースと応用コース

単元学習は小5でほぼ終了、繰り返しの演習でレベルアップ！

最上位校、難関校を目指す四谷大塚カリキュラム

中学受験コースのフォロー体制とアクティブラーニング

フォロー
体制

アクティブ
ラーニング

小
3

※曜日は各教室で異なります。各教室の案内をご請求ください。

小5で週2コマ、小6で週4コマの個別トレーニングを確保し、
未習単元の学習や弱点補強を行います。

2/5 新学期開講 新入塾生受付中！（火）

四谷大塚中学受験コース

小5からスタートし、小6の1学期で単元学習が終了するカリキュラム

途中入塾対応の個別フォローを入れた少人数指導中学受験サクセスコース

週1回
16：50 ～ 19：00
国算（2教科）

小
4

週2回
16：50 ～ 19：00
国算理社（4教科）

●オープンルーム（無料）
●土曜TCルーム
●日曜スタート学習

●日曜サクセストレーニング
●日曜個別

●全校合同特訓（小5・小6）
●森のスクール（小4・小5）
●夏期合宿（小6）

●理科実験（全学年）
●茗渓模試（小5・小6）
●正月特訓（小6）

小
5

小
6

週3回
17：00 ～ 20：40
国算理社（4教科）

小
5

週3回
17：00 ～ 20：40　2回
17：00 ～ 18：50　1回
国算理社（4教科）

週3回
17：00 ～ 20：40　2回
17：00 ～ 18：50　1回
国算理社（4教科）

必要なものを集中的に学習することで合格率を高める

小
6

週3回
17：00 ～ 20：40
国算理社（4教科）

適性検査に合わせた学力対策と記述演習公立一貫校受検コース

茗渓塾は四谷大塚の提携塾です。 選べる！学習フォロー
四谷大塚のテスト会員として、土曜日に四谷大塚の週例テスト（ABCSコース）が
塾内で受けられます。（午後3：30～）

通塾生のみ（特別料金）
・日曜スタート学習
・土曜トレーニング＆コーチングルーム●四谷大塚の各テストもお申し込みできます。

月例テスト・公開組分けテスト・合不合判定テスト・講習会判定テスト・志望校判定テスト 他 ※中学受験の全コースで利用できます。

小
5

小
6

週2回
17：00 ～ 18：50
学力対策（国算理社）＋適性検査演習

週2回
17：00 ～ 18：50
学力対策（国算理社）＋適性検査演習

2学期から週1回
17：00～21：00が

増えます

1ヶ月無料体験受付中!
教材費のみで受講できます。

※「個別学習ルーム」「めいけいキッズ」を除く各コ
ース

※1年以内に無料体験をした方は、対象外になりま
す。



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

講習会および入塾のお申し込み方法

塾が作る今必要な「学童」

2019年度生募集中！ 4月1日（月）新規開校

相談会＆体験会 １/26（土）午前11時～

2019年度生募集中！ 働くお母さん支援！

めいけいキッズ

Step1
お問い合わせ・
資料請求

Step2
クラス分けテスト・
体験・カウンセリング

Step3

個別面談

Step4

受講開始

2/2（土）

● 小3～小6ピラミッド＆TTCコース

10：00～11：30
13：00～14：30

16：00～17：30

11：40～説明会
14：40～説明会

17：40～説明会

笹塚・瑞江・本八幡・大宮
方南・王子・稲毛
大山・小岩・東大島・船橋・千葉・土気
ユーカリが丘・鎌取・川口

10：00～11：10
13：00～14：10
16：00～17：10
17：40～18：50

本八幡
笹塚・方南・瑞江・大宮
王子・小岩・稲毛・ユーカリが丘・鎌取
大山・東大島・船橋・千葉・土気・川口

10：00～11：10
13：00～14：10
16：00～17：10

笹塚・王子・大山・小岩・土気
東大島・船橋・稲毛・ユーカリが丘・鎌取
方南・瑞江・本八幡・千葉・川口・大宮

好評につき、2019年度14教室に拡大！
相談会＆体験会実施中！

テスト対策・受験前対応・弱点補強に使えます。忙しいスケジュールの生徒でも自分の予定に合わせて選択できます。

英語が初めての生徒でも大丈夫。フォニックスによる発音指導（スペルから読める）。　
中学生としての英語の勉強の仕方もレベルに合わせて指導します。
数学は「正負の数」「文字式」「方程式」算数から数学への橋渡しをします。

「英語が苦手」「英語初心者」でも受講できるように、研修を積んだフィリピンのスタッフが対応してくれます。
保護者の方も指導の実際を見ることができます。全教室で受け付けます。お電話で都合のよい日時を予約
してください。（１回25分間のマンツーマン指導です。）

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。

2/2(土)実施の特進選抜テストと組み合わせての実施になります。

（1教科90分）1回 4,320円（税込）

東大島教室
03-5875-1223

稲毛教室
043-207-6565

船橋教室
047-460-3816

千葉教室
043-290-5680

土気教室
043-205-5541

笹塚教室
03-6300-6005

王子教室
03-5933-6565

小岩教室
03-3659-8518

瑞江教室
03-3698-7001

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

大宮教室
048-788-2755

川口教室
048-229-3560

地域とともに歩み、
49年目を迎えます！

中学受験以外は3月1日（金）新学期スタート
新中学1年生（現小6）のための

特進選抜テスト

2月の新学期説明会＆入試報告会ご案内

英数準備講座

めいけいオンライン

１週間前までの予約で１回から選択できます。内容単元を絞って演習

教務内容コース紹介

小学生基礎学力

● 四谷大塚中学受験コース（基本コース・応用コース）
● 中学受験サクセスコース（個別対応型グループ指導）
● 公立一貫校受検コース

中学受験

● 進学選抜コース
● 特進コース

高校受験
● 私国公立一貫校中学生コース
● 高1コース／高2コース／高3コース
● 既卒生コース

大学受験

● 個別「1：2」
成績を伸ばす個別
1教科90分または120分が1単位です。

個別学習ルーム
● 日曜個別「１：２」
● 日曜サクセストレーニング
弱点フォロー ・検定指導 ・学校対応

日曜活用コース

49年目を迎えます！49年目を迎えます！
地域とともに歩み、

日曜活用コース 学習
計画

授業 成績
評価

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

①日曜個別1：2
②日曜サクセストレーニング（全教科対応：1教科60分） １回 1,080円（税込）

公立中学生対象

［現小6～現中2対象］

2/2（土） 高校受験進学選抜コース説明会

2/2（土） 新学期説明会

2/2（土） 2/6（水）高校受験特進説明会［現小6～現中2対象］

3/1（金）新学期スタート。各教室で実施。時間は各教室にお問合せください。
2/9（土） 大学受験新学期説明会

［現小2～現小５対象］

2/16（土）中学入試報告会

10：00～11：10
13：00～14：10
16：00～17：10

王子・小岩・東大島・稲毛・土気・ユーカリが丘・鎌取・大宮
笹塚・方南・船橋・川口
大山・瑞江・本八幡・千葉

私国立中学受験 入試報告会

10：00～11：10
13：00～14：10
16：00～17：10

笹塚・稲毛・土気・ユーカリが丘・鎌取
方南・王子・大山・瑞江・東大島・船橋・大宮
小岩・本八幡・千葉・川口

公立一貫校受検報告会＆適性検査問題体験会

小学生基礎学力  ピラミッド＆TTCコース

3/1（金）
新学期
スタート

3/1（金）
新学期
スタート

3/1（金）
新学期
スタート

受験の今を伝える！「育てる」受験を説明

スタート！
2/6～27の月・水・金（全9回）　17：00～18：50　受講料24,000円（税込・テキスト代込）

オンライン英語講義

無料体験キャンペーン期間 2019.1/10（木）～2/28（木）

学習習慣作りと
英語指導

週1回～週5回
（月～金）

13：00～19：00
（19：30までは延長無料）

小1～小4
（定員制）

● わくわくワークルーム

低学年指導
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