
小学生基礎学力養成部門  

２０２1 年度 ガイダンス 

 

ピラミッド＆TTC コース（小３～６） 
 

〈公立中学校への準備クラス〉 
 

★中学受験(受検)コース開始までの基礎力養成にも最適！ 

 

 

国語 算数 英語 理科 社会 1 科目から受講できます 
 

 

 

 

   

Teaching

CoachingTraining

■各コースとも 入塾金 11,000円（税込） 
（保護者・兄弟姉妹が在籍された場合は免除） 
■２人以上のお子様が同時に季節講習会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、保険代などの諸経費がすべて含まれています。 
■テキスト代は授業料とは別料金となります。 

茗渓塾 

 

 

 

 



茗渓塾 小学生基礎学力 

 

低学年のうちに、学習習慣の確立と伸びる 

学習法の体得を目指すコースです。 

教科指導は、基本的にめいけいキッズ生 

（学童生）と合同で行います。 

 

 
 

国語「ことばの獲得と読解力をつける」 

 

塾ならではの豊富な教材を軸とした個別課題 

プリント（文章問題・語彙等）による学習です。 

ひらがな・カタカナ・漢字の練習も行います。 

 

算数「正確な計算力・思考力・発想力を育てる」 

 

国語同様、個別課題プリント学習で正確な計算力と算数的思考力を育て

ます。 

 

児童英語学習 

           

英語の学習プログラムでは、神田外語グループ 

のキッズクラブを導入。コンピュータを使用した 

早期からの英語学習で、話す・聞く・読む・書く 

の四技能を鍛えます。 

わくわくワークルーム（小１・２）   
※めいけいキッズのみ（わくわくルームの設定なし）の教室もございます。 

 

 



 

塾内で受験できるテスト 
 

標準学力判定テスト  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。小単元ごとの成績・達成度を把握することができます。 

 

四谷大塚全国小学生テスト  受験料：無料 年間２回実施 

 

発展的学習と思考力を問う問題で構成されています。 

細かな成績分析はもちろん、四谷大塚での偏差値も分かるテストです。 

 

各種検定テスト  受験料：実費 年間３回実施 

 

茗渓塾は、漢検・数検（算数検定）・英検の準会場です。検定の開催時期

に合わせてご案内いたします。目標定め、頑張る訓練ができます。 
 

わくわくワークルーム料金表（小１・２） 

学年 教科 回数 時間 受講料／月（税込） 

小１・２ 

算国 週 1 午後３：５５～５：２０ ８,８００円 

算国英 週 1 午後３：４０～５：２０ １１,０００円 

 

※めいけいキッズのみ（わくわくルームの設定なし）の教室もございます。 

 

上記時間には休憩時間も含まれます。 

○曜日については面談で確認いたします。ご相談下さい。 

 



 ピラミッド＆ＴＴＣコース （小 3～小 6） 
 

国語 

目指すこと 

・全ての教科の基礎となる高い読解力と言葉の獲得。 

・自分の考えをわかりやすく表現できる記述力の養成。 

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。

学習習慣作りへの取り組みを強化するために、宿題用教材に『ホームワークドリル』

を使用します。『ホームワークドリル』では、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、要約作りなどをおこないます。 

 

 

 

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！ 



ピラミッド＆ＴＴＣコース （小 3～小 6） 
 

算数 

目指すこと 

・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 

 要点を押さえた授業と豊富な問題演習 

 生徒１人１人の実力に合わせた宿題指導 

 茗渓オリジナルの計算検定システム 
 

実際に問題が解けるようになるには、演習量の確保がポイントになります。その

ため、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 Zoom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！ 



ピラミッド＆ＴＴＣコース （小 5～小 6） 
 

理科・社会（小５・６）※理科と社会は合わせて 60分 1単位の講座です。 

目指すこと  使用教材は eトレまたはピラミッドテキスト 

・ 知識の獲得に加え、論理的に考える力を獲得し

ます。 

・ 社会では、地理・歴史・公民の 3分野を文字情

報の詰め込みではなく、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 

 短時間で要点をおさえる学習体験 

 地理・歴史・公民の中学校に進学して 

から必ず役に立つ学習の基礎を学ぶ 

 単元ごとに定着確認テストを実施 
 

 

 

 

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。 実際に参加者自身が実験

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！ 



ピラミッド＆ＴＴＣコース （小 3～小 6）         
 

英語 小学生からの本格的な英語学習 

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。 

すでに 4級まで合格している場合は、さらに上の級を目指せます！ 

 5・6年生は学校の英語授業の対策も実施！ 

※2020年度より小学校の英語授業は教科化され、成績評価がつけられるようになります（小５・６対象）。 

 

授業のポイント 

 文法事項の導入に動画を使用し、テキストで演習 

 月２回 外国人講師とのマンツーマン オンライン英語指導 

 別冊のテキストでWriting指導 

 学校教科書準拠ワークで、学校の成績もしっかり確保 

 

 

 

オンライン英語講義（月２回） 

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。外国人講師との英語の

やりとりで耳を慣れさせ、スピーキング能力を高めます。

「実際に使える英語」を鍛えると同時に、「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。（授業時間外に塾内で実施） 

 

英語のアクティブラーニング！ 

コース在籍者の 

50％が小５修了前に 

英検５級合格！ 



各種テスト・検定試験・季節講習 
 

 

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。国算セットでの受験になります。 

 

進研テスト（対象：小４～６） 受験料…国算２科：１,４５０円／国算理社４科：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回実施予定 

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  受験料：実費 年間３回 

茗渓塾は、漢検・数検・英検・文章検の準会場で

す。検定時期に合わせてご案内します。 

目標を定め、 頑張る訓練ができます。 

 

季節講習 春期講習（3月下旬）・夏期講習（7月下旬～8月）・冬期講習（12月下旬） 

学校が長期休みの時期は、まとまった学習時間が取れるチャンス。「やらさ

れ勉強」から「能動的な学習」へ意識を切り替えていきます。 

 
※ 季節講習は各コースとも年間カリキュラムの一環として組み込まれております。特別な

お申し込みは必要ありません。やむなき事情で参加できない場合は、春期講習は 2月末

まで、夏期講習は 6月末まで、冬期講習は 10月末までにご相談下さい。 

 



2021年度 小学生基礎学力養成 

ピラミッド＆ＴＴＣｺｰｽ 授業時間＆受講料 
 

 

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（税込） 

１単位 
国語 or 算数 or 理社 ６,６００円 

英語 ８,８００円（注１） 

２単位 
国語・算数 １２,１００円（注２） 

国語・英語 or 算数・英語 or 英語・理社 １４,３００円（注３） 

３単位 
国語・算数・理社 １８,１５０円（注２） 

国語・算数・英語 １９,８００円（注３） 

４単位 国語・算数・理社・英語 ２５,８５０円（注３） 

注 1…オンライン英語の受講代含む 注 2…ピラミッドテスト代含む 

注 3…ピラミッドテスト代＋オンライン英語の受講代含む 

曜日・時間帯は教室によって異なります。詳しくは、教室別料金表を参照ください。 

 
 

 

 

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。 

 

※ポイントカードのメールシステムは災害時の緊急連絡メールとしても利用します。 



 


