
～面倒見を具体化した茗渓塾の中学受験コース！！～ 

 『少人数・対話型授業』によるアクティブラーニング 

茗渓塾では創立以来、対話型の生徒と先生との双方向コミュニケーション授業

にこだわり学習指導をおこなっています。これにより、生徒1人ひとりの志望

校や理解度、弱点を把握。先生は説明や解説などの教え方を常に工夫し、既成の

授業でなく、目の前の生徒にとっての最適な授業を心がけ指導します。少人数制

なので、生徒自身も授業中に意見を出し合ったり、わからないところはその場で

質問しながら、能動的で活気ある学習を行うことができます。宿題課題について

も、課題レベルや優先順位、課題の進め方を塾がコーチングします。 

茗渓塾 中学受験コースのもう一つの特徴は、受験を成功させるためのノウハ

ウを注ぎ込み、面倒見を具体化した充実のフォロー体制あげられます。自由に利

用できるオープン学習ルームや土曜ＴＣ講座、日曜スタート学習講座、過去問演

習ルームはもちろん、やる気を実力をひきだす合同特訓や夏期合宿、志望校別特

訓、正月特訓など万全の態勢で中学受験生を支えます。 

 

茗渓塾の３つの中学受験コース 

 

四谷大塚中学受験コース（小3～6） 

中学受験サクセスコース（小5～6） 

公立一貫校受検コース （小5～6） 

 

どのような中学を目指すのか。いつから本格的な受験勉強を始めるのか。どの

スタイルで受験に臨むのか。それぞれの事情により、最適な学習スタイルや教材、

学習課題は異なります。茗渓塾では多様化する中学受験に対応するために、３つ

のコースを準備しています。最適なコースで中学受験の学習を進めましょう。 

 



中学受験 コース選択の目安 

 

小学 3・4年生から受験勉強を始める。     

―→ 四谷大塚中学受験コース（小 3～6） 
 

最難関・難関中学を志望している。      

―→ 四谷大塚中学受験コース（小 3～6） 
 

他の習い事を複数行いながら受験を目指す。  

―→ 中学受験サクセスコース（小 5～6） 
―→ 公立一貫校受検コース （小5～6） 

 

志望中学は、ミドルレベルが中心だ。     
  ―→ 四谷大塚中学受験コース（小 3～6） 

―→ 中学受験サクセスコース（小 5～6） 

 
小５・小 6から受験勉強を始める。          

―→ 中学受験サクセスコース（小 5～6） 

―→ 公立一貫校受検コース （小5～6） 
 

公立一貫校を志望している。                

―→ 四谷大塚中学受験コース（小 3～6） 
―→ 中学受験サクセスコース（小 5～6） 

―→ 公立一貫校受検コース （小5～6） 

 
公立一貫校以外の受検は考えていない。    

―→ 公立一貫校受検コース （小5～6） 
 

※上記は、あくまでも目安です。各教室の中学受験担当者にご相談くださ

い。 



四谷大塚中学受験コース（小３～６） 

 育てる指導で志望校合格を勝ち取る！ 

 

 使用教材 四谷大塚予習シリーズ（小４・５・６） 

      四谷大塚演習問題集（小３） 

      各副教材 

 

基本コースと応用コースの２コースを設定 

 発達段階の個人差（伸びる時期）に合わせた指導を実施 

予習シリーズの特徴 

  算数…小３の２月からカリキュラムがスタートし，小５の 1 月で全ての学習内容が終了します。

１つの単元が段階を追って繰り返し学びながら内容を深め，入試に対応できる内容まで学

習します。1週間で１つの内容を学ぶことで，学習のリズムが作りやすくなっています。 

  国語…漢字・文法事項・文章読解を1週間のテーマに沿って学習します。読解のプロセスを学年

に応じて学びます。 

  理科…全編カラーで写真や図も豊富に使われていて，非常に見やすく構成されています。自然科

学について，なぜそうなるのか？を考えながら学習することで，理科的なものの考え方を

育みます。また，理科実験講座も定期的に行い，実際に自分で現象を確認できます。 

  社会…小４で地域ごとに特徴を押さえ，小５前期で地理，小５後期で歴史，小６の4月までで公

民を学習します。写真や資料も多く，多角的に学び理解を深めることができます。 

 

 茗渓塾の予習シリーズ指導 

   茗渓塾ではテキストの予習は前提では 

ありません。授業で単元の導入から行い， 

問題演習で定着させていきます。 

副教材の計算・漢字とことば・演習問 

題集が家庭学習教材ですので，演習を積 

み最後にテストで理解度を確認します。 

 

 



２０１９年 四谷大塚中学受験コース（小３～６） 

・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。 

学年 教科 回数 時間 受講料/月（税抜） 

小３ 算数・国語 週1 16：50～19：00 12,000円 

小４ ４科クラス 週2 
16：50～19：00 

16：50～19：00 
24,000円 

小５ ４科クラス 週3 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

17：00～18：50 

夕食タイム 

18:50～19:15 

 

33,500円 

小６ 

４科クラス 週3 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

夕食タイム 

18:50～19:15 

 

38,500円 

２科クラス 週3 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

夕食タイム 

18:50～19:15 

 

38,500円 

選択（9月から） 

過去問演習ルーム 
日曜等実施  受講料 4,000円／月（税抜） 

曜日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参照ください。 

1週間のスケジュール例 

小４ 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

塾    理科 

算数 

国語 

 社会 

国語 

算数 

※土曜TC 

ルーム 

※週テスト 

家庭学習 家庭学習① 家庭学習② 家庭学習③  家庭学習④   

小５ 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

塾 ※日曜スタート

学習 

 算数 

国語 

理科 

社会 

 算数 

国語 

理科 

社会 

算数 

復習チェック 

※選択算数 

※土曜TC 

ルーム 

※週テスト 

 

家庭学習 家庭学習① 家庭学習②  家庭学習③  家庭学習④ 家庭学習⑤ 

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


小６ 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

塾 ※日曜スタート

学習 

 算数 

国語 

理科 

社会 

算数 

国語 

理科 

社会 

 算数 

国語 

理科 

復習チェック 

※土曜TC 

ルーム 

※週テスト 

 

家庭学習 家庭学習① 家庭学習②   家庭学習③ 家庭学習④ 家庭学習⑤ 

 

予習シリーズの理解を深める塾作成教材 

①WMD（ウィークリーマスタードリル） 

・基礎からの算数…その週に学習する内容を理解するために 

必要な基礎事項から学ぶことができます。 

・国語〇×くん…シリーズで学ぶ文章を時間を計って読み， 

内容がどのくらい理解できているかを確認します。読解の 

スピードアップに不可欠な練習です。 

・たしかめておこう…算数の学習内容を根本からわかりやすく  

解説しています。 

・計算のやり方を確認しよう…シリーズ計算を解くためのやり方を解説し，

練習します。 

・理社の基本を確認しよう…シリーズで学ぶ内容で絶対に覚えておくべき

事項について確認します。 

 

②復習チェック（小５・６） 

 予習シリーズで学んだ基礎事項がどのくらい定着したかを確 

認するためのものです。総合回以外の週に行います。 

毎週成績表をお渡しします。 

 

③TM（テストマスター）（小５・６） 

 １週間に学習した内容がどれだけ定着しているかを自分のレベルに合わせ

て確認するための教材です。小５はＡ・Ｂ・Ｃの3つ，小６はＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｓの4つのレベルに分かれています。土曜ＴＣルーム内で行うことで自分の

レベルに合わせた理解度を確認できます。週テストの練習に最適です。



 

（選択）日曜スタート学習  

 １週間のカリキュラムを日曜の午前中にスター

トできます。WMD(ウィークリーマスタードリ

ル)，予習シリーズ理社の読み込みを行い，演習問

題集のまとめてみようで基本事項を獲得します。

勉強を前倒しにすることで，家庭学習をスムーズ

に進めることができます。※日曜スタート学習は，

ご家庭でもできる内容です。一週間のスタートと

して重要です。参加できない場合も日曜の夜など

に家庭で取り組むことを考えてください。   

   対象 小５・小６（小６は７月まで） 

時間10：00～12：00 受講料 2,000円/月（税抜） 

 

 

（選択）土曜ＴＣルーム  

 １週間の学習の最後の整理のために，テストマ

スターの演習を行います。また，生徒の理解度に

応じた宿題指導を行う場合や算数の重要単元の復

習をする「算数リターン」や「不得意特訓」を行

います。              

   対象 小４・５・６（小６は９月から10：00～12：00） 

時間13：20～15：20 受講料 2,000円/月（税抜） 

 

基本コースの使用教材 

 小４・小５…予習シリーズ・算国基本演習問題集・理社演習問題集・計算・漢字とことば 

 小６前期…予習シリーズ・基礎力完成問題集（４教科）・計算・漢字とことば 

 小６後期…予習シリーズ有名校編・入試実戦問題集（有名校編）・計算・漢字とことば 

応用コースの使用教材 

 小４・小５…予習シリーズ・演習問題集（４教科）・計算・漢字とことば・（応用演習問題集） 

 小６前期…予習シリーズ・実力完成問題集（４教科）・計算・漢字とことば 

 小６後期…予習シリーズ難関校編・入試実戦問題集（難関校編）・計算・漢字とことば 



（選択）算数演習ゼミ  

 小５生の金曜日の 19：15 から選択できるルームです。理解度によって基本・標準・応用の３レベ

ルに分かれて演習を行います。基本からもう一度学習したい場合や応用的な演習でレベルを上げたい

場合に有効です。       対象 小５ 時間19：15～20：40 受講料 5,000円/月（税抜） 

 

テストについて 

①ＹＴ週テスト 四谷大塚作成の週ごとのカリキュラムテストで

す。小４でＡ・Ｂ・Ｃの３コース，小５・６でＡ・Ｂ・Ｃ・Ｓの

４コースに分かれてレベルごとの理解度を確認できます。各コー

スはさらに細かく組に分かれており，コースや組を上げることが

子供のモチベーションになり学習に意欲的に取り組みことができ

るようになります。 

小４は土曜日の15：30～17：00，小５・６は土曜日の15：30～

18：30で，テスト直しもこの時間内に行うことができます。     

（費用 14,000円/月 税抜） 

②ＹＴ月例テスト 予習シリーズの総合回ごとに行うテスト。そ

れまでに学習した4回分の内容を確認します。①の週テストを受験している場合は選択する必要はあ

りません。               （費用 小3 3,000円 小４～６ 4,000円 税抜） 

 

③ＹＴ公開組分けテスト 予習シリーズの総合回ごとに行うテストで，週テスト受験者はこのテスト

でコースと組が決まります。週テスト受験者は必修のテストで，週テスト代の中に費用が含まれてい

ます。月例テストよりも難しい内容が含まれ，幅広い受験者層の中で実力を測ることができます。私

立中学校などの外部会場で受験します。         （費用 小４～６ 4,000円 税抜） 

                            

④マンスリーテスト（小５・６） 総合回ごとに授業内で行う確認テストです。月例テストよりも難

易度が高い問題も含まれています。（受験料は授業料に含まれています） 

 

⑤四谷大塚主催の全国統一小学生テストが 6 月と 11 月に行われます。年 2 回全国での学力位置を確

認することができます。（無料） 

 

※志望校判定には，合不合判定テスト（四谷大塚），統一合判（首都圏模試），合格判定テスト（日能

研）を受験します。 



中学受験サクセスコース（小５・６） 

本人のレベルに合わせた演習をプラス！ 

 

使用教材 新演習（小５・６） 

     計算日記・漢字日記 

 

新演習の特徴 小５から受験勉強がスタートし，小６の一学期で単元学習が終了 

 

 算数…小６の７月で全ての学習内容が終了。予習シリーズより半年遅いカリキュラムですが，問題

の質やレベルは上位校に対応できます。 

 国語…漢字・文法事項・文章読解を1週間のテーマに沿って学習します。読解のプロセスを学年に 

応じて学びます。 

 理科…全編カラーで写真や図も豊富に使われていて，非常に見やすく構成されています。自然科学 

について，なぜそうなるのか？を考えながら学習することで，理科的なものの考え方を育み 

ます。また，理科実験講座も定期的に行い，実際に自分で現象を確認できます。 

 社会…小５前期で地理，小５後期で歴史，小６の前期で公民を学習します。写真や資料も多く， 

多角的に学び理解を深めることができます。 

 

茗渓塾の新演習指導 個別演習をプラス 

 小５で週２コマ，小６で週４コマの個別演習が授業に組み込まれています。生徒ごとの達成度に合

わせて応用演習や基本事項の復習が随時できます。学期の途中から入会してもスムーズに追いつくこ

とができます。 

 また，単元ごとの確認テストで理解度を確認し復習に役立てます。  



２０１９年 中学受験サクセスコース（小５・６） 

・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。 

学年 教科 回数 時間 受講料/月（税抜） 

小５ ４科クラス 週3 17：00～20：40 

17：00～20：40 

17：00～18：50 

夕食タイム 

18:50～19:15 

33,500円 

小６ ４科クラス 週3 17：00～20：40 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

夕食タイム 

18:50～19:15 

 

38,500円 

２科クラス 週3 17：00～20：40 

17：00～20：40 

17：00～20：40 

夕食タイム 

18:50～19:15 

 

38,500円 

選択（9月から） 

過去問演習ルーム 
日曜等実施  受講料 4,000円／月（税抜） 

曜日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参照ください。 

1週間のスケジュール例 

小５ 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

塾 ※日曜スタート

学習 

 算数 

国語 

理科 

TC 

算数 

国語 

社会 

TC 

 算数 

理社 

 

※土曜TC 

ルーム 

 

家庭学習 家庭学習① 家庭学習②   家庭学習③ 家庭学習④ 家庭学習⑤ 

小６ 

曜日 日 月 火 水 木 金 土 

塾 ※日曜スタート

学習 

 算数 

国語 

理科 

TC 

 算数 

国語 

社会 

TC 

算数 

理社 

TC 

TC 

※土曜TC 

ルーム 

 

家庭学習 家庭学習① 家庭学習②  家庭学習③  家庭学習④ 家庭学習⑤ 

 

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


（選択）日曜スタート学習  

 １週間のカリキュラムを日曜の午前中にスタートできます。計算日記，新演習理社の読み込みを行

い，トレーニングで基本事項を獲得します。勉強を前倒しにすることで，家庭学習をスムーズに進め

ることができます。 

※日曜スタート学習は，ご家庭でもできる内容です。一週間のスタートとして重要です。参加でき

ない場合も日曜の夜などに家庭で取り組むことを考えてください。        

 時間10：00～12：00 受講料 2,000円/月（税抜） 

 

（選択）土曜ＴＣルーム  

 生徒の理解度に応じた宿題指導や算数の重要単元の復習をする「算数リターン」や「不得意特訓」

を行います。        時間13：20～15：20 受講料 2,000円/月（税抜） 

                   （小６は９月から10：00～12：00） 

 

テストについて 

①単元確認テスト 

 新演習の単元ごとの確認テストを授業内で実施します。 

 

②志望校判定には首都圏模試の統一合判や四谷大塚の合不合判定

テストを受験します。 

 

③全国統一小学生テスト 

四谷大塚主催の全国統一小学生テストが 6 月と 11 月に行われ

ます。年2回全国での学力位置を確認することができます。 

 

④アタックテスト 希望者は総合回ごとのアタックテストを受験

することができます。（有料）



公立一貫校受検コース（小５・６） 

適性検査を突破する基礎学力と思考力を身につける！ 

〇公立一貫校の出題形式に合わせた，学力対策と記述演習 

〇高倍率を突破するためには，基礎学力と記述力が不可欠 

〇必要なものを集中的に学習することで合格率を高める 

 

使用教材 

・小５…コア（４教科）・アインストーンプライマリー・ 

新聞を読んで 

ステップアップ問題集（資料読み取り基礎編） 

・小６…コア（４教科）・アインストーン文系・理系Ⅰ・Ⅱ 

      

適性検査問題の出題傾向 

①文章やグラフ・表などの資料を読み取って，記述する問題 

②算数や理科のテーマで計算したり考えさせて解く問題 

（必ずしも細かい知識は必要ない） 

③テーマのある長い文章を読んで，内容の把握の記述や自分の考えを 

記述する問題 

 

★資料読み取りの対策 

 ①新聞を読んで；塾オリジナル教材 新聞記事から，内容読み取りと資料  

の読み取り 

 ②ステップアップ問題集（資料読み取り基礎編） 資料の読み方や内容の

基礎事項を学んでから，実際に適性検査型の問題を演習します。 

 ③資料読み取り１００選 小６の１学期スタート 

    ・表やグラフから変化や特徴を読み取る 

    ・客観性や分析を重視，主観や思い込みを排除 訓練によって習熟 

 



★作文指導 

 ①通常授業や「新聞を読んで」での作文指導 

 ②ホームワークドリルでの添削指導 

 ③過去問による答案作成指導で書き直しによる合格レベルへの  

引き上げ（満点答案の作成） 

 ④専門業者の作文添削，添削後の書き直し指導（２度作文） 

 

 

 

２０１９年 公立一貫校受検コース（小５・６） 

・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。 

学年 教科 回数 時間 受講料/月（税抜） 

小 

５ 

・ 

６ 

算・国 

理・社 

週2 

 

（週3） 

記述力養成・学力講座 

17：00～18：50 

小６の9月から 

（木）17：00～21：00 

20,000円 

※小６の9月以降 

週3回 28,000円 

曜日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参照ください。 

（選択）日曜スタート学習  

 コアの確認テストで学習内容の確認，基礎力強化のための単元学習，弱点補強        

 時間10：00～12：00 受講料 2,000円/月（税抜） 

（選択）土曜ＴＣルーム  

 生徒の理解度に応じた宿題指導や算数の重要単元の復習をする「算数リターン」やホームワーク指

導を行います。また，千葉県立中学に向けた，思考力の必要な問題へのアプローチをしていきます。       

時間13：20～15：20 受講料 2,000円/月（税抜）（小６は９月から10：00～12：00） 

テストについて 

公中検模試（小５・６） 地域の一貫校の問題に合わせて，受検する問題が選択できます。結果資料

には，その回ごとのテストで出た問題をさらに深く理解するための問題もついています。 

進研テスト 基礎学力を測るためのテスト。年6回受験し，学力を確認します。 

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


やる気を引き出す行事 

 

★全校合同特訓 小５  ９月 合格サンデープロジェクト 

         小６  ６月（算国） 第１志望校にチャレンジ！・国語実戦スタート！ 

１０月（理社） 時事問題の攻略・苦手単元をなくせ！・化学計算の克服 

★茗渓模試（12月） 小５ 受験一年前体験・「優先順位」を学ぶ 

           小６ 受験本番そっくり体験 

★小４・５森のスクール 小４ 勉強法体得 

            小５ 思考力・記述力・勉強法体得 

★小６受験夏期合宿  志望校別勉強法体得・長時間学習・国語記述 

アクティブラーニングの追求 

★小６公立一貫校受検夏期合宿 資料読み取り特訓・国語一万字作文・割合計算力強化 

★小６受験・公立一貫校受検正月特訓 答案作成練習で最後の得点アップ・模試やり直し特訓 

                 テーマ別学習・WIN‐WIN 

 

★各季節講習会は総復習と実力アップの重要な機会 

 連続した集中学習で力をつける 

 春期講習・夏期講習・冬期講習 

 各講習会ごとに詳しい講習会パンフレットが発行されます。 



志望校対策も万全 

 

★志望校別特訓 小６ 9月開講（全14回） 有料講座（詳細は別紙案内を発行） 

 各自の志望校の傾向に合わせて，頻出分野を演習。自分の志望校に合うコースを受講することで，

モチベーションも上がります。 

四谷大塚学校別対策コース 開成・麻布・駒場東邦・桜蔭・女子学院・豊島岡 

         武蔵・早稲田・海城・慶應・浦和明の星・渋谷幕張・渋谷教育渋谷・早稲田実業 

        茗渓塾オリジナルコース 市川・東邦・秀英，男女難関・男女ハイレベル 

        公立一貫校コース 白鷗・両国・小石川・桜修館・九段・武蔵・富士・大泉 

         県立千葉・東葛飾・市立稲毛・市立浦和・東大附属 

 

★過去問演習ルーム 小６ 9月開講 選択 受講料 4,000円（税抜） 

 各自の志望校の過去問を時間を計って解き，先生が採点。やり直しを指導します。 

 

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） 

 

 

 

 

 

 


