猛者が集う塾がある
正攻法で，確かに成長できる受験塾

西荻窪。そもそもそんな地名は現存せず，土休日は中央線が通過する。そんな西荻窪駅の近くに，
「西荻塾」があり
ます。本気で受験を戦う生徒たちと一生懸命に頑張ってきたら，いい塾ができたと自負しています。少人数（定員 25
名）の受講生から，東大，一橋，早慶等の難関大をはじめ，たくさんの成長を目の当たりにしてきました。
正攻法で受験を勝ち取る。本気で受験を考えている皆さん，西荻塾の扉を叩いてみませんか。
2013～17 年度大学受験全実績（在籍 66 名）
東京大（理 II・2 名），大阪，東北，筑波，東京学芸，京都工繊（建築），東京藝大，
慶應義塾（5 名），早稲田（4 名），国際基督教（2 名），東京理科（4 名），東京歯大，
上智（10 名以上），GMARCH（14 名以上）,東京女子，東京都市，工学院，北里 ほか

※通常授業正規受講者のみ・詳しくは，WEB サイトをご覧ください。

西荻塾・合格者の声

自分のタイプや受験校に合わせて懇切丁寧に授業や勉強法の指導をして
くれるだけでなく，進路の相談，小論文の添削など様々な面からサポー

ともすれば，受験のために部活を控えろという周りがいる中で，この

トして頂きました。どんな些細な悩みにも親身になって応じて頂き，西

塾は高 3 の夏まで続いた部活との両立を応援してくれました。勉強の

荻塾の面倒見の良い先生方が，受験への不安が常に付きまとうこの一年

スケジュールの相談をしながら臨機応変な対応を身につけました。ク

に強い精神的な支えになってくれたと

ラスや合宿を通して，受験をともに戦う仲間ができて，一人ではなく

思います。
東京藝大・早稲田（文構）合格

みんなで戦えたのが心強かったですね。
立川国際高

都立西

先生方には，志望校に似た他大学の過去問を探して演習量を増やすアドバ

西荻塾で良かった事はこの文に書き切

イスをもらったり，英作文の添削をしていただき，授業以外の質問でもい

れませんが，私にとっては先生方とた

つでも受けてもらい，大手では受けられないサポートが合格の後押しにな

くさん話せた事が一番大きかったで

りました。一番緊張したセンター前にどの先生も励ましてくださったこ

す。勉強の内容だけでなく，各人の性格に合った勉強の方法を提案して

と，夏合宿で仲良くなった仲間ともライバルとして励ましあえたことも大

もらえ，モチベーションを保つ事ができました。信頼できる先生方に指

きな力になりました。

導して貰えたからこそ，よい進路決定ができたのだと感じます。

慶應（経済）・上智（経済）合格

筑波大（社会工学）・ICU 合格

吉祥女子

上智（法）・早稲田（文構）合格

クラス授業のご案内 【高 1・2】

講師紹介
●赤星講師（東京大学経済学部卒）

【開講講座】
英語・数学・国語（現代文・古典）・物理・化学

高校部総括・担当科目：数学・国語・生物・日本史･･（その他）
野山を駆け巡る九州男児が東京へ。真っ当な努力こそ受験の武器
と，バランスの良い総合指導を手がける。

※各科目 90 分×週 1 回で実施します。
※受講料は，１講座 17,280 円/月。2 科目以上から割引となります。
※授業日に関係なく，自習室利用や質問等は随時可能です。
★体験授業は随時受け付けています。併せて，学力診断も実施しています【無料】

★中高一貫校在籍中学生コースも併設しています
全科目対応・全学校対応・大学受験科目先取り授業も可能
大学受験部では，中高一貫校に在籍する中学生の授業も行っています。中高一貫校は，中
2～3 において高校で履修する内容も取り扱われます。大学受験を早期に見据えることはも
ちろん，各校にあわせ，オーダーメイドで授業を設計することも可能です。
※高校受験を予定されている方は，高校受験部へどうぞ。
※これまでの指導校例 桐朋・吉祥女子・立教女学院・早実・明大付属等

詳しい塾のご案内は WEB で

http://nishiogi-juku.jp/

豊多摩

●荒武講師（東京工業大）担当科目：数学・化学
成績を上げる緻密な授業と明快かつ誠実な授業で，成績が伸びる
実感を持った生徒多数。抜群の信頼度を誇る当塾の爽やか講師。
●松政講師（東京工業大）担当科目：数学・化学・物理
全国の入試問題から選りすぐりの良問を集めて難関志望者の心を
掴む。6 年間ラサールに出張して体得した難関大志望の心構えは一見
の価値がある。
●常藤講師（東京農工大卒）担当科目：化学・生物・古文
古典と生化学を愛する理系女子。綿密なオリジナル教材と緩急つ
いたメリハリのある授業が魅力的。無機化学の神様と呼ばれる。
●平井講師（東京大学経済学部）担当科目：英語・古典・世界史
論理的に読み解くとはどういうことか。その滔々とした語りは，
数々の受験生の「読解力」を開眼させてきた。

確かな授業と仲間に出会える大学受験塾

常 設 自 習 室 完 備 杉並区西荻南 3-9-11ﾌﾛﾝﾃｨｱEXﾋﾞﾙ3F
３ ６ ５ 日 利 用 可 能 TEL 03-3334-5415 （10 時〜22 時）
授業外自習指導随時実施 （JR 西荻窪駅南口徒歩 1 分）

西荻塾

個別専門塾や，大規模塾ではまずできない。できることは，絶対に妥協しな
い，個人塾の限界を突破した，西荻塾で成長の軌跡を描いてみませんか。
■ 西荻塾の理念

英文解釈の授業風景より
【問】By killing many of the fatter salmon, carrying the ﬁsh to the forest, and abondoning the carcass with most of the body remaining, bears make a tremendous

西荻塾の授業の目的は，仲間とともに，緊張感をもって，自らの解
答や思考の道筋に責任を持ち，互いに高め合っていくこと。その場
は，まず「授業という空間」である。「授業をせずに勉強の仕方を教
えればよい寺子屋的」だとか，「やたらと手をかけたがる」とか昨今
様々なスタイルがありますが，塾の原則たる「仲間と切磋琢磨できる
授業」や受験生自身の確固たる「自律」を捨てて，やみくもな個人主
義，お世話主義では，受験を経てもこれからを切り開くこと能力を築
くことは難しいと思います。

amount of food and nourishment available to riverside plants and animals. を和訳せ
よ（九州大・改題）
講師「単語はそれほど難しくないけれど，文の構造は複雑。どこが文の主語と動詞か

な？」
生徒 A「まず，carrying が動詞。」

講師「前置詞 by の直後を選ばなかったのはよい。けれど，主語は？ing 形は動詞の働

きをするとは限らないから，もっといい候補がない？」
生徒 A「あっ，bears の後の make だ。原形になってる。」

講師「正解。bears が主語で make が動詞だね。だとしたら，最初に挙げた carrying
はどう考えたらいい？ひとつヒント。分詞構文ではないよ。」

私が，久々に大学の同期会に出席して，みなが一人前の社会人とし
て活躍するなかで，彼らは口々にいうのです。「目標に向けて虎視

生徒 B「ああ，文の最初が by ~ing 形。～することによって，だ。」

眈々，黙々と正攻法で努力を積み重ねる以外にないのだ」と。でも，
どうもそれに気づいたときには場当たりで挑まねばならない子が，
特に東京の子たちは忙しくて，多いような気がしました。泥臭いかも
しれないけれど，我々が受験生時代にやってきた，正攻法で努力を積
み重ねる経験を，受験生時代にこんな塾があったらいいなという思
いを，西荻塾という形で実現しようと思ったのです。
（大学受験部総括より）

■ 西荻塾大学受験部の指導

業前に直接添削を実施します。実際，添削により，記述の甘い箇所，掘り下
げたい箇所，一度復習を促すべき箇所･･･様々なものが見えてきます。講師
は，ただ一通りの解説授業を行うのではなく，こうして見えたものをふんだ
んに授業に盛り込み，問答をくりひろげます。授業前にも，授業中にも，そ
して授業後にもしっかり頭を使って考える。これが西荻塾の本格授業です。

るんだよ。」
生徒 A「なるほど。すると bears の前までは，～することによってが 3 回繰り返され
ているのか。」
講師「そう考えると，文の形がすっきりするよね。後は前回授業でも出てきた with O
C の形と，形容詞 available の使い方に注意すれば訳がとれるはずだ。」
・・・実際に行われた問答授業の一例です。

数学の授業中
数学は，計算の過程に至るまで，きちん
とチェックする。たまに隣の席の生徒も
巻きこんで途中経過を吟味します。この
過程で，想定していないエレガントな解
答に出会ったり，その計算のうまさにう
なることもしばしばあります。

＊授業と自習指導が連携。
自律した受験生を育てる。

切磋琢磨できる環境がある

西荻塾では，授業のみならず，授業外の時間帯において，それぞれ一人一
人の塾生の志望に合わせて，各人別の指導をさらに強化していきます。自習
のやり方，科目別のエネルギーの配分，長期休暇の過ごし方，日々の時間の
使い方や進路の相談，直前期何を優先すべきか･･･もろもろと，受験生の悩み
に正面切ってぶつかっていく体制です。単なる「授業屋さん」ではない，君
たちと一緒に戦っていく当塾専任講師たちが，対話を繰り返し，塾生たちと
授業内外でがっちりとした信頼関係を築き上げていきます。授業を担当する
講師が直接自習にメスを入れることがどれだけ効果的か。西荻塾は創立以
来，これをずっと貫いてきました。

西荻塾

これが長文を読む上では非常に重要なんだ。等位接続詞がどことどこをつなぐのか。こ

れを見抜くには，基本的にその接続詞の直後の単語を見ること。ing 形になっているよ
ね？とすると，この and はその前にある文法的に同じ働きをする語をつなぐことにな

現代文の記述の答案は，全部即時添削を
実施。そして，全員の解答傾向，秀逸な
解答や「良い間違い」を頭にたたき込ん
で，説明の力点や問答を瞬間的にプロデ
ュースする。生徒曰く，「全員たくさん
ランダムに問答されるので気は抜けない
し，疲れますが面白い（笑）」

試験会場でのコミュニケーション手段は，答案用紙と受験生が握った筆記
具のみ。添削結果をそのまま授業で活かすことで，受験生が自らの努力の結
果と持てる実力を余すところなく答案にぶつけられるための指導を行いま
す。西荻塾は，効果的な授業を行うために，実際に授業を担当する講師が授

確かな授業と仲間に出会える大学受験塾

講師「その通り。ここで注目してほしいのが，abandoning の前の等位接続詞の and。

現代文の添削例

＊添削と問答を活かした本格的な授業。

受講料は月謝 17,280 円から
無料体験・進路相談実施中

講師「そう。とすると？」
生徒 B「わかった！ carrying も，その後の abadoning も by の続きだ。」

西荻塾では，受講生どうし在籍校は異なれど，お
互いに刺激し合いながら，ともに目標に向けて突
き進んでいく雰囲気があります。クラスの仲間ど
うし，短期・長期の目標を定めあい，そしてそれ
をお互いに検証しながら，勉学に励む様子をしば
しば目にします。何もそれを必須としているわけ
ではないのですが，ともに戦っていく仲間の存在
は努力を継続する何よりもの助けとなります。西
荻塾では，そのような雰囲気作りに努めていま
す。切磋琢磨できる仲間がいれば，何倍にも強く
なるのが生徒。切磋琢磨できる環境作りが西荻塾
の使命であると考えています。

常 設 自 習 室 完 備
受講日に関係なく利用可

2 月より合格速報を随時掲載します！
http://nishiogi-juku.jp/ （西荻塾で検索）

高 校 受 験 部
TEL 03-3334-5415
小中学部併設
（JR 西荻窪駅南口徒歩 1 分） 中高一貫受験指導
杉並区西荻南 3-9-11 ﾌﾛﾝﾃｨｱEX3 階

