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�  MES Singaporeの【COVID-19】対策として、以下の取り組みを行います。	

　(1) Circuit Breaker終了(6月2日)からPhase1期間中	
　　　→MES Singaporeで開講する全てのレッスンを『オンラインレッスン』とさせて頂きます。	

　　　　※オンラインレッスンの内容は通常レッスンと変わりません。	

　　　　※オンラインレッスンで使用するツールは受講が確定しましたらご案内致します。	

	

　(2) Phase2以降	
　　　→学習塾の対面授業の再開は、Phase2に移ってからとのアナウンスがございますが、	
　　　　MES Singaporeでは第二波の感染リスクを考慮し、以下の対応を取らせて頂きます。	
	

　　　(a)塾までの移動距離が長いお子様や公共交通機関を長い時間利用する必要があるお子様	
　　　　　→引き続きオンラインレッスンで受講可能です。(オンライン希望の旨ご連絡下さい)	
	

　　　(b)塾に直接お越し頂き対面授業を受講されるお子様	
　　　　　→移動時には必ずマスクを着用の上、入室時に体温チェック・手の消毒をして頂きます。	

　　　　　　席は必ず1m以上の間隔を空けて着席して頂き、途中で体調不良の傾向が見られた場合	
　　　　　　には保護者様にご連絡の上早退して頂きます。	

 
※体調がすぐれない、発熱が見られる場合には無理に出席なさらず欠席をお願い致します。	

COVID-19への対応 

教室の安全な運営に	
ご理解・ご協力宜しく
お願い致します。 

オンラインレッスン随時受付中 



�  【1.少人数制クラスできめ細かい指導】 

　　→『準個別算数/数学/日本語』クラスはそれぞれ1クラス3名の少人数制となっております。 
　　　他にも1対1の『完全個別数学』クラス『英語レッスン/中国語レッスン』もございます。 
　　　お子様毎に設定されたカリキュラムで学習を行いますので、自分のペースでしっかりと知識を身につける事 
　　　が可能です。 

　　　 
�  【2.生徒の学習状況がすぐ分かる】 

　　→ご入会時にお子様一人一人の『個別カルテ』ファイルを作成致します。このファイルにアクセスする事で、 
　　　保護者様はお子様が現在MESで学習されている単元や習熟度・宿題等を簡単に確認出来ます。 
　　　受講科目の変更や振替え状況の確認、登録情報の変更もこちらのファイルで簡単に行う事が可能です。 
　　　尚、個別カルテはご入会時にお客様自身が設定したパスワードで保護されておりMESかご本人様のみアクセス 
　　　可能です。 
　　　MESではこの【LC(習熟度チェック)システム】を使い塾とお子様とご家庭とを結びつけて行きます。 
           ※本サービスをご利用頂く為にはお使いの端末から弊社Google Driveアカウントへのアクセスが必要です。 
　　 
　 
�  【3.従来の科目とは異なる独自の講座】 

　　→通常講座として開講中の『算数』・『数学』・『日本語』・『英語』・『中国語』 
　　　クラスの他、講習会期間には様々な特別講座を開講致します。 
　　　今回は『Inter Math Class』で学校のMathの基礎単元を学習、『IB Math対策』講座ではIB Math 
　　　で良く出る単元を選び学習していきます。また『作文講座』では作文の基礎を練習します。 
　　　　気になる講座についてお気軽にお問い合わせ下さい。	

MESの学習システム 

MESはお客様の
ニーズに合わせた 
様々なサービスを
用意しております。 



開講講座	(特別講座1) 

【Inter Math Class】 
(Math Basic) 

今回『Inter Math Class』で学習する単元は中学生から高校1年生にかけて特に重要なもの	
をピックアップしました。	
「Pythagoras Theorem(三平方の定理)」・「Exponents/Logarithms」・「Binomial 
Theorem」・「Probability(確率)」・「Sequence(確率)」この5つの単元について、基本
の確認と問題に対しての取り組み方を学習していきます。	
今後のMath学習に必要な基礎土台を作り上げていくクラスです。	

インター生G7~G9対象 月曜日 

【英語文法(基礎)】 
(1クラス1名) 

英語の基礎文法を学習するクラスです。	
外国人講師が丁寧に文法の基礎を指導します。五感を活用して学習するので、単なる文法の
学習だけでなく総合的な英語力が身につきます。 
テキストはお子様の英語力に合わせて準備致します。	

インター生G4~G6 水曜日 

【IB Math	対策】 

　こちらのクラスでは『IB Math』の基本となる5つの単元を取り上げ、基本コンセプトを学
習していきます。 
「Sets(集合)」・「Trigonometry(三角比)」・「Vectors(ベクトル)」・「Statistics(統計)」	
・「Differentiation(微分)」はIB Mathの中でも特に重要な単元となります。	
各単元のコンセプトを学ぶだけではなく、TestやExamの過去問を利用して実践力も身につけ
ていきます。 

インター生G10~G12対象 水曜日 



開講講座	(特別講座2) 

【算数/数学特訓】 
(日本の算数・数学) 

(1クラス5名) 

『算数/数学特訓』クラスでは、小学生から中学生までに学習する“算数”及び“数学”か
ら様々な分野・単元を集中特訓していきます。	
　内容は「図形」から「数」や「関数」など幅広く取り上げ、基礎概念の確認から反復練習
まで特訓を行います。	
クラスは1コマ単位で行いますので、自分の苦手な単元に絞って学習が可能です。	

小学生~中学生対象	
(G4以上) 日曜日 

【作文講座】 
(1クラス5名) 

作文を書く力を付けていくグループレッスンです。 
日本語で作文を書く際に必要な基本ルール(原稿用紙の使い方)からメモの作り方、作文の構
成まで体系的に学習していきます。 
作文や小論文を論理的に書くための基礎力を身につける準備講座です。 

インター生G4~G6 
小学4年〜6年生 金曜日 

こちらの『特別講座』並びに『通常開講講座』は6月現時点では  
“オンラインレッスン”での開講となります。	
今後のシンガポール政府及びMOH(保健省)の方針により、	

対面レッスン再開の時期が変更となる可能性がございます。 



開講講座	(通常講座1) 

トライアル後にお子様一人一人の学習カリキュラムを決定致します。 
日本のカリキュラムに沿って“算数”を学習されたい方やインター校で学習しているMath 
のフォローアップ、成績向上を目標とされたお子様の為のクラスです。 
普段『日本のカリキュラム』で学習されているお子様も、前もってご連絡頂ければ学校で 
学習している単元のフォローも行います。算数の“コンセプト”からしっかり学び基礎土台
を作り上げていきます。 

インター生G1〜G6 
小1〜小6 

【準個別　算数(小学生)】 
(1クラス3名) 

【準個別　数学(中高生)】 
(1クラス3名) 

お子様のニーズに合わせて学習カリキュラムを『個別』に設定致します。日本のカリキュラ
ムで数学を学習されたい方や、インターで学習しているMathプログラムのフォローアップ 
(IB/AP/IGCSE)、各種テストの対策(SAT/ACT)をご希望の方の為のクラスです。 
学校のExamやTest前には通常のカリキュラムを変更して試験対策を行う事も可能です。 

インター生G7~G12 
中学1年〜高校3年 

【準個別　日本語(小学生)】 
(1クラス3名) 

お子様の現在の日本語レベルに合わせて教材を選定し日本語学習をしていきます。 
文章を読み取る練習から作文を書く練習まで、幅広く対応致します。 
語学学習はInputだけでなくOutputの練習を多くする事が大切です。また、語彙力と漢字力 
は地道な練習を繰り返して積み上げていくしかありません。 
豊富な教材からお子様一人一人に合わせて学習プランを設定致します。 

インター生G1〜G6 
小1〜小6 



開講講座	(通常講座2) 

お子様の日本語力とニーズから学習カリキュラムと教材を決定していきます。 
特に『IB Diploma』で日本語をとられる予定のお子様や既にとられているお子様には課題
図書である文学作品の読解だけでなく、プレゼンやサマライズの練習を多めにとる事で
Examで通用する力を付けていきます。 
また、IBを取られていない(必要としない)お子様には日本の公立中学・高校レベルの「国
語」を基本から学習していく教材・プログラムをご用意しております。 

インター生G7~G12 
中学1年〜高校3年 

【準個別　日本語(中高生)】 
(1クラス3名) 

【個別　算数・数学】 
(1対1の完全個別) 

講師一人と生徒一人の『完全個別』クラスです。学校のMathのキャッチアップやMES独自
のカリキュラムで“算数”・“数学”の学習をしていきます。 
完全個別ですので、他のお子様の目を気にする事無く安心して学習に取り組めます。 
IB Math(SL/HL)やAP・SAT・ACT・IGCSEにも対応しております。 

インター生G1~G12 
小学1年〜高校3年 

【英語・中国語レッスン】 
(1対1の完全個別) 

外国人講師による1対1のマンツーマンレッスンです。 
【英語】クラス・【中国語】クラス共にお子様の現在の語学力に応じて『文法』・『読解』 
・『Writing』・『Speaking』の学習をしていきます。 
レッスンは英語で進みます。五感を使って学習していく事で理解を深めていきます。 
現在ESLクラスに在籍しているお子様のフォローから上級レベルまで幅広く対応致します。 

インター生G2〜G9 
小2〜中3 



時間割 
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特別講座スケジュール 
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ご家庭とMESを結ぶ 

＜MESでは、独自の【LCシステム】によりご家庭と塾をより密接に結びつけます＞ 

MES お子様 ご家庭 

・進度確認 
・宿題確認 

・振替状況確認 
・長期の休塾手続き 

・お支払い状況確認 
・各種変更手続き 

個別パスワードで 
アクセス&編集 
(編集後保存が必要です) 

レッスン後に 新データ 
にアップデート(1日以内) 

レッスン 

LCシステム 

帰宅 



入会までの流れ 

カウンセリング 
直接面談又はメール 

(30分程度：要予約) 

『入会申し込み書』 
の提出 

＜お問い合わせから入会までは以下の流れとなっております＞ 

入会申し込み 

入会申し込み 

お問い合わせ 
(Web／メール) 

・会員登録手続き 
・受講料明細の 
　発行・送付 

講習会受講 
開始 

お子様の学習のバックグラウンド
やニーズのヒアリングを行います。 

下記の流れに沿ってお子様の
入会手続きに移って頂きます。 

『入会申し込み書』に必要事項 
をご記入の上ご提出下さい。 
(直接ご提出またはメールに添付
してご提出下さい) 

『入会申し込み書』を基に会員登録 
のお手続きを致します。 
その後、講習会受講料の明細書を 
発行・メールで送付致します。 

受講料のお支払い後 
授業開始となります。 
(受講初日のお支払いも
可能です) 

受講回数とご要望 
から講習会で学習 
する内容を決定 

受講される回数とニーズから
学習内容を決定しメールにて
お知らせ致します。 



入会申込フォーム 

＜こちらに必要事項をご記入の上ご提出下さい＞ 

※メールアドレスは弊社とのやり取りや請求書の 
　送付時に必要となりますので、普段お使いの 
　アドレスをご記載下さい。 
 
※MES会員パスワード欄に任意のパスワードを 
　ご記入下さい。 
　(記載が無い場合には弊社で設定致します) 

※必要事項をご記入後、直接お持ち頂くかメールに 
　添付して弊社までお送り下さい。 
　(郵送でも受け付けております) 
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受講料/お支払い方法 

費用 

1.受講料：受講講座による(各講座の料金はお問い合わせ下さい) 
 
2.テキスト代：レッスン毎に配布される教材費及びサブ教材の印刷代 
 
※ご請求は上記金額の合計額となります。 

お支払いについて 

受講料明細は講習前日迄にご家庭にメールに添付してお送り致します。 
お支払い期限は初回受講日迄までとなります。(当日お持ち頂いても結構です。) 
お支払い方法は『現金・小切手』、『ネットバンキング』、『銀行振込』のいずれかでお願い致します。

『現金・小切手』の場合はお子様のお名前と学年を封筒に記載して頂けますようお願い申し上げます。
『ネットバンキング』・『銀行振込』でご入金された方はお手数ですがその旨メールにてご一報下さい。 
 
　　　★小切手の宛名：Minerva Education Centre Pte Ltd 
 
※宛名の書き間違えにご注意下さい。 
 



アクセス・問い合わせ 

開校日：火曜日を除く毎日 
お問い合わせ：メール又はwebから 
　＜メール＞：mesys16sg@gmail.com 
　＜Webサイト＞： 
    http://sgpdes333.wix.com/mes-singapore 

Minerva Education System Singapore 
 
110 Middle Road Chiat Hong Building #07-01A 
Singapore 188968 
(MRT Bugis 駅から徒歩7分	Bugis+隣ビル) 

※ 運営の関係上、お電話での受け付けは対応しておりません。お手数をお掛け致しますがメール又はwebページよりお問い合わせ下さい。 

Bugis	+	

Bugis	MRT	

Bus	
Stop	

InterCon4nental	
Singapore	Hotel	
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Chiat	Hong	
Building	

Na4onal	Library	
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