西荻塾 2017 年度 小・中学部授業要項

【小・中学部授業方針】
高校受験の意義はさまざまあります。西荻塾はその中で「大学受験の準備の場」
としての意義に重きを置いています。目の前にある受験というハードルに向き合う
こと。自立した学習姿勢を身に付けること。大学受験に通じる基礎学力を身に付け
ること。志望校合格を第一の目標とし、その先をも見通した指導をしています。

西荻塾は，授業前も，授業中も，授業後も，自習も，補習も，合宿も，どこまでも正攻法。

反復を無理なくこなせるカリキュラム

少人数による対話形式の授業

■学習内容を年間 2 周する「西荻メソッド」

■常に考えることを求める授業

それは，学力・得点力を身につけるた

当塾の授業スタイルは，講師

めに，もっとも効率の良い方法を追求し

が発問，全員の思考を促したの

ようということです。ただでさえ子供た

ちにランダムで指名，その応答

ちは部活や習い事で忙しいので，なるべ

や新たな視点といった生徒の反

く無駄を省いて最高の結果を手にしても

応を授業に取り込む，すなわち

らいたい。そこで行き着いたのが西荻メ

対話型授業です。こうしたやり

ソッドです。細かい内容を省いて簡単に

取りを通して，当塾の生徒は日

述べますと，これは「学習内容全体を何

ごろの授業の中で常に基礎力を身につけることと思考力を身につ

度も回そう」というものです。少なくと

けることの双方を実践していることになります。

も「２周」は必ず。練り込まれたカリキュラムだから，無理なく
学習をすすめることができます。

■「西荻メソッド」によって得られるメリット
～ 予測可能性と受験勉強のスタイル確立 ～

授業に連動したサポート

その最大のものが，1 周済んでいることからくる予測可能性です。
人はとかく，未知のものを身につけることについて，ストレス
を感じるものです。しかし，1 周すべてのものが終わっていれば，
テストの日までにどのような問題があり，どのような解法を身に
つければよいか，といった点で予測がつきます。その意味で，粗々
でも 1 周回しておくことは，おおまかに学習内容の未知を既知に

大学受験を見据えた中高一貫の進学塾
公立高校合格を絶対に確保する
当塾では高校入試は大学入試突破の通過点ととらえております。

これは，大学入試突破を果たすための環境づくりの意識が高校入試
には必要だということです。

では，大学入試突破のための環境として最適な高校選びとはどう

あるべきでしょうか。

この点については，都立校をはじめとする公立高校，これがあり

うる直接な解答ではないでしょうか。理由は費用の低廉さです。

ご存じの通り，大学入試を独学で突破することは極めて困難です。

塗り替えることに他ならないのです。その結果，子どもたちはス
ムーズにテスト対策に入っていくことができます。
また，受験勉強の本質に迫った勉強スタイルが確立されること
通常，学校間でどうしても進度
の差が生じるところですが，西荻
メソッドにより全員が全範囲を終

冒頭，高校入試は大学受験の通過点，と申しました。つまり，高

が不要となります。極端な話，学

を占めているということです。

習内容の全体がいずれ定期テスト

一貫教育を志向する当塾だからこそ，高校入試を重視するのです。
をのみ追求することではなく，大学受験結果までをも見据えた成果
を追求するのが当塾の高校入試に対するスタンスです。

ることになります ( 当塾には中学卒業という概念は存在しません )。
そうすると，他塾の場合と異なり受験勉強からの心理的距離が過度
に離れることなく，かつ，勉強習慣が薄まり学力が衰えるといった
最悪のケースを招くこともなく一貫して受験勉強に邁進することが
可能なのです。しかも通いなれた教室，ともに学びあった仲間や講
師という身近な環境で勉強を継続できるということから，心身のエ
ネルギー・ロスは可及的に軽減できます。こうした教育の一貫性は
当塾の魅力の一つと自負しているところです。

合わせて，どの教材を・いつまでに・ど
の程度身に付けるかを具体的に定め，定
期的に進捗状況をチェック。
手塾にない魅力の一つです。行き詰まりや不安などを感じられま
したら，とにかく一本，教室へお電話ください。

どこまでも生徒の側に立ちます！

このように，テスト対策を理解するとき，それは，中学内容す

受験勉強の本質に迫った勉強スタイルが養われるといえます。

に捉えていますから，高校受験後にはそのまま高校部へ「進級」す

ています。生徒それぞれの目標や志望に

をテスト対策とみるべきこととなるでしょう。

ることは目標との関係から極めて合理性のある選択だと判断するも

ぼ同じものとなります。すなわち，西荻メソッドを貫徹することで，

でしょう。そうだとすれば，とにかくコストの安い公立校にこだわ

当塾ではもともと大学受験をとらえた長いスパンで受験を一体的

質問受付。また，自習指導にも力を入れ

で問われる以上は，全範囲が試験

予備校・塾へのコストはほぼ間違いなく計算しておかねばならない

中高６年間の教育の一貫性

個別フォローの実施，自習室開放，常時

範囲といえます。全範囲に対策を打つということは，毎回の授業

べてが試験範囲といえる入試に対応する受験勉強と性質の点でほ

のです。

しています。具体的には通塾日以外での

わらせていれば，無理な進度調整

校入試は，後顧の憂いなく大学受験に立ち向かうための重要な地位

したがって，他塾とはその眼差しは異なります。一回的な受験結果

当塾ではフォローアップの体制も重視

こうしたフットワークの軽さこそが大

も見逃せないメリットです。

高校受験は大学受験の通過点

■個人塾ならではの柔軟なフォロー体制

目的の明確化と手段の最適化！

【西荻塾の高校受験合格実績】
■ 2016 年度（在籍 14 名）

［都立］武蔵，駒場，豊多摩，井草，杉並 [2]，保谷，田無
晴海総合，工芸（マシンクラフト）
，農芸（園芸）
［私立］國學院，宝仙理数インター，淑徳巣鴨，明星学園，聖徳学園
保善，東亜学園，藤村女子（特進）
，宝仙女子，東京立正
駒場学園，実践学園 ほか

■ 2007 〜 2015 年度

［都立・国立］西，立川，武蔵，武蔵野北，大泉，富士，駒場，町田
豊多摩，井草，杉並，保谷，多摩科学技術，小平，杉並総合 ほか
［私立］成蹊，明治学院東村山，日大二，日大櫻丘，淑徳巣鴨，宝仙理数
明星学園，佼成学園，文化学園大杉並，大成，保善，関東国際
日本工業大駒場，杉並学院，東京立正，東亜学園，錦城 ほか

西荻塾

小・中学部

TEL: 03-6310-1710

杉並区西荻南 2-20-1 松本ビル 2 階

（JR 西荻窪駅南口徒歩 4 分）

http://www.nishiogi-juku.jp/

中学１・２年 中学３年
各教科の授業内容

数学（100 分／週）
まずは，基礎の理解と正確に速く使いこなすトレーニングを重視し
ます。教科書内容を 1 年間に 2 回触れます。ここをクリアすると応用
力の養成に入ります。既習の単元をテーマとした入試問題や，複数の
単元にまたがる総合問題，また教科書内容にとどまらない高いレベル
の内容を扱い，入試突破に求められる力を養います。

英語（100 分／週）
「十分な語彙力」と「早く正確に書く力」を重視します。教科書内容
を 1 年間に 2 回触れます。現在の英語学習ではさまざまな技能のトレー
ニングが盛り込まれていますが，入試を意識した場合は読みと書きの
力が圧倒的に重要です。
もちろん入試では聞き取りの問いもありますので，授業内でリスニ
ングやディクテーションなどを実施し，バランスよく英語の力を身に
付けていきます。

社会・理科（各 60 分／週）
各単元の骨組みとなる知識を重点的に扱います。細かい部分を理解
するための基礎学力を目的としています。1 年間で中 1,2 の範囲を学
習します。また，資料などの読み取りを要する問題にも取り組み，都
立入試で求められる「身に付けた知識を引き出しつつ読み取る力」を
養います。

授業時間割
■中１（2017 年度）

教科
曜日・時間
英語
月曜日 19:20 〜 21:00
社会・理科 水曜日 19:10 〜 20:10，20:20 〜 21:20
数学
金曜日 19:20 〜 21:00

■中２（2017 年度）

教科
曜日・時間
数学
月曜日 19:20 〜 21:00
社会・理科 水曜日 19:10 〜 20:10，20:20 〜 21:20
英語
金曜日 19:20 〜 21:00

各教科の授業内容

国語（100 分／週）

各教科の授業内容

６年

数学（100 分／週）
5 月までに学年内容を 1 周します。6 月の定期テスト対策を機に 2
周目に入り、9 月・10 月の定期テストまでに 2 周目・3 周目を終わら
せます。夏期講習など授業回の豊富な時期にじっくりと基礎力の完成・
応用力の養成を図っていきます。この際に、入試問題に手を付け始め
ることとなります。

英語（100 分／週）
数学同様、5 月までに 3 年生の英語文法を 1 周させます。6 月の定
期テストを機に 2 周目に入ります。定期テスト範囲を目安に 2 周目以
降の反復を徹底します。なお、夏期講習以後、入試の得点力に直結す
る長文読解演習を実施します。なんとなくではない、確信をもった読
解が可能になることが目標です。

社会（60 分／週）
１学期は公民分野を中心に進め，夏までに全範囲の基本を学び終え
ます。夏期に中 1,2 の復習を扱いながら，8 月末より入試問題形式の
問いに取り組みます。
秋以降は入試で狙われやすい単元などテーマごとに問題に取り組み，
入試での得点力アップを図ります。

理科（60 分／週）
１学期は中 3 範囲を中心に進め，夏まで全範囲の基本を学び終えま
す。夏期に中 1,2 の復習を扱いながら，8 月末より入試問題形式の問
いに取り組みます。
秋以降は入試で狙われやすい単元などテーマごとに問題に取り組み，
入試での得点力アップを図ります。

授業時間割（2017 年度 2 学期）
曜日・時間
水曜日 17:30 〜 18:50
火曜日 17:30 〜 19:10
木曜日 18:00 〜 19:40
火曜日 19:50 〜 21:05
木曜日 19:30 〜 20:45

学校で行われる一般的な学習内容が大事なのは言うまでもありませ
んが、当塾ではそれを超えた内容をも射程に入れていきます。具体的
には、中学受験の基礎に当たる部分については、授業内容に取り入れ
ていきます。それは、こうした基礎の部分が高校受験時や大学受験時
に役に立つことが多いためです。算数はこうした観点の方が面白いと
思います。

英語（小 6 のみ／ 60 分または 80 分／週）

文理各 80 分／週）

適性検査問題に対応する力を養成します。文系分野と理系分野に分
けて 2 講座を開講しています。
文系分野では読解力と作文などの表現力を磨きます。適性検査では
文系分野はある程度得点することが前提となりますので、取りこぼし
なく結果が出せることを目標とします。
理系分野では，算数の力をベースに，社会・理科の知識を用いなが
ら解答に必要なヒントを自ら拾い上げていく力がまず重要になります。
徹底した計算力の強化と，分野ごとにまとめた検査問題や類題に取り
組み，入試を突破するだけの高い総合力を養います。

私立中学受験算数（小５・６開講

90 分～／週

個別対応の算数のみ開講。スタッフは、開成、渋谷教育学園渋谷、
駒場東邦といった学校に合格している講師、長らく中学受験指導に携
わった経験を有する講師などを予定しています。現在すでに受験塾に
通っている方についても、使用されている教材をお持ちいただければ、
その教材に即した授業を構成することなどが考えられます。

【中学部】選抜クラスを設置
■都立上位高校，国立高校を目指す
生徒の (1) やる気，(2) 学力の２点を考慮し選抜します。都立西，
日比谷，国立などの入試問題グループ作成校や，国立筑波大附
属，学芸大学附属などを志望する生徒のためのクラスです。
教材は難関私立にも対応できるレベルのものを使用し，都立
ます。

■途中から選抜クラスに加入も可能

選抜クラスは一度加入したらメンバー固定というかたちを取

りません。入塾時には十分な力とは言えなかった塾生が着実に
力をつけて上位に食い込むことは十分考えられます。その場合

西荻塾の合宿
夏期に実施。合宿を経験することで，塾生の勉強に対する姿勢

が変化します。多くの生徒は学習の姿勢が自発的になり，机に向

かったときの集中力が高まりました。そうなれば，一日５，６時
間の勉強くらいたいしたことないと感じてしまうものです。ここ

まで読むと「ああ、合宿つらいんだろうな。」と思うでしょ？そ
れでも楽しいとみんなが言うのが西荻塾の合宿なのです。

は，やる気と学力を確認した上で，選抜クラスに途中加入でき

生徒各自のご要望に合わせた個別授業も開設していま
す。志望校対策や弱点補強などにご利用いただいてい
ます。クラス授業併用割引もあります。
［費用（税込）］
受講料
28,080 円（90 分× 4 回）
教材費
6,480 円～ 10,800 円（年間）
指導充実費
3,240 円～ 21,600 円（半期ごと）
詳細はお問い合わせください。

【授業の費用】
(1) 受講料（月額／ 3 ～ 7，9 ～ 2 月の各月に必要です。）
学年
中１・２

ます。
この際，都立マスタークラス（通称「マスター」）は選抜ク
ラスとほぼ同じ進度を取っている（つまりマスターもなかなか
のハイペース）ので，未習部分を補習するといった負担なくク
ラス変更できます。
逆に，選抜クラス少し苦しくなった場合は，マスターで一度
基本を磨き直すといった対応も考えられます。生徒のおいてき
ぼりがいっさいない西荻塾の選抜クラスです。

小 5，６

受講講座
費用（税込）
数学・英語
17,280 円
国語・数学・英語
25,920 円
社会・理科
10,360 円
5 教科
36,280 円
社会・理科特別講座
9,720 円
数学・英語入試演習講座
12,960 円
各 7,560 円
数学・英語（60 分）
各 10,000 円
数学・英語（80 分）
公立中高一貫受験
25,920 円
私立中学受験算数
28,080 円から

※英語については学力の状況によって特別対応クラスを設置する
場合がございます。受講料は月額 12,960 円となります。
※社会・理科特別講座は 4 ヶ月間で終了の短期講座です。
※数学・英語入試演習講座は 5 ヶ月間で終了の短期講座です。

(2) 教材費（年間）／入会時または 3 月
学年
中１・２
中3

個別対応）

グループ作成問題に余裕を持って対応できる学力定着を目指し

個別授業（1 対 1 授業）

【入会金】

中3

中学校の学習内容の英文法を中心に扱います。高校入試を視野に入
れた場合，英語は「書く力」「読む力」が大切です。正確に速く知識を
運用する力を養い，大きなアドバンテージを持って中学に進学するこ
とが狙いです。
もちろん，学習の一方法として音読やリスニング，ディクテーショ
ンは大切です。積極的に授業内に取り入れていきます。

公立中高一貫受験（小５・６開講

受講料のご案内
21,600 円（税込）／入会時のみ

算数（60 分または 80 分／週）

入試問題を中心に扱います。都立や私立，また他の道府県立高校の
入試問題から良問を選択したオリジナル問題集を使用し，1 年間かけ
て実戦力を養います。
もちろん，漢字などの知識や，作文，古文・漢文なども取り入れ，
あらゆる入試問題に対応できるよう指導します。

教科
国語
英語
数学
社会
理科

小学 5,
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小５・６

受講講座
費用（税込）
国語・数学・英語
各 6,480 円
社会・理科
各 5,400 円
国語・数学・英語
各 10,800 円
社会・理科
各 8,640 円
社会・理科特別講座
不要
英語・数学入試演習講座
不要
数学・英語
各 5,400 円
公立中高一貫受験
21,600 円
私立中学受験算数
10,800 円

(3) 指導充実費（年間）／入会時，3 月，9 月
学年
費用（税込）
中１
前期 6,480 円／後期 6,480 円
中2
前期 6,480 円／後期 10,800 円
中3
前期 16,200 円／後期 21,600 円
小５・６
前期 6,480 円／後期 6,480 円
中高一貫
私立受験算

前期 16,200 円／後期 16,200 円

【季節講習会】
春休み，夏休み，冬休みに実施しています。中学生は原則とし
て参加は必須です。以下は昨年度の受講料の参考金額
（税込）
です。
中 1,2 生は 2 教科，中 3 は生は 5 科受講料を表示します。

学年
中１・２
中3

春期
31,000 円
45,000 円

夏期
46,000 円
156,600 円

冬期
36,000 円
97,200 円

※夏期合宿は，2 泊 3 日で 28,080 円（税込）程度です。

【外部模試】
主に中 3 生が受験します。
受験一回あたりの費用は 4,000 円または 5,300 円です。

