どこまでも正攻法
正攻法 ― 西荻塾が込めた思い
生徒が主役の共演授業。
生徒みんながその授業の主役です。対話と
問答を繰り返す，活気ある授業。ただ聞い

て書くだけではない，根本的な理解を促す
絶好の共演舞台が整っています。

ひとりひとりに迫る指導。
すべての生徒に，渾身の授業とサポートを。塾にいる講師全員が生徒全員のこ
とを理解・共有している塾。だからこそ全科目，どのような相談でも，誰にで

も聞くことができる環境。全スタッフが心から生徒を思いやることができる。
それが西荻塾です。

腑に落ちる，その瞬間のために。
思いっきりいつでも質問，そして納得できる授業。疑問や不安はつきなくても，
一つ一つ解消していきましょう。小手先ではなく，
「あ，なるほど」と腑に落ち
るまで。こうした本質的理解は，圧倒的な解答力を生みます。

正攻法の高校受験。
高校受験・中高一貫校受験対策

☎ 03-6310-1710

http://nishiogi-juku.jp

小学・中学部

西荻塾

高校受験

さぁ，いよいよ新学年の始まりです。新中 3 生は受験まで残り 1 年，その
ほかの学年も，新学年へ進む準備はできているでしょうか。
当たり前のことですが，実力以上の学校へ合格することは本当に並大抵の
ことではありません。時間も手間もかかれば根気も必要です。自分には無理，
そんな風に思っている人はいませんか。最後の最後，勝負を分けるのは結局

どこまでも正攻法

西荻塾

のところ気持ちだと私達は思います。スタートが肝心です。あなたがあなた
を信じられるように，西荻塾は万全の体制でサポートします。ぜひ，西荻塾
で合格への手応えを感じてみませんか。

通常授業のご案内

【選抜クラス】

2018 年度 高校受験部費用（3 月～新学年表記，税込表示）
学年

新中 1

科目
数学

時間帯

19：40 ～ 21：20
（各 100 分授業）

英語

国語・理社
数学

新中 2

英語

国語・理社
国語

新中 3

数学
英語
理社

曜日
月曜日

金曜日
19：40 ～ 21：20
月曜日
（各 100 分授業）
19：00 ～ 21：40
土曜日
（各 45 分ずつに分割）

実績：

受講料

3 科 10,800 円

17,280 円
3 科 10,800 円

19：00 ～ 21：40
土曜日
（各 75 分ずつに分割）

※そのほかの費用
・入会金 21,600 円 ※友人紹介の場合は 10,800 円割引きといたします。
・教材費（各教科ごと・年間／税込）
中 1・2…各 6,480 円，中 3…国数英各 10,800 円，理社各 8,640 円
・指導充実費（半期ごと／税込）
中 1…前後期各 6,480 円，中 2…前期 6,480・後期 10,800 円
中 3…前期 16,200 円・後期 21,600 円

マスター
25,920 円
選抜

32,400 円

※春期，夏期，冬期の季節講習会は費用が異なります。
・上記以外，受験対策用の各種オプション講座もございます。
・特定の目標に合わせた個別指導コースもございます。

10,260 円

もうひとつ，西荻塾が力をいれる

2018

授業外指導

日程

1．授業後再テスト／補講

新中 1

授業中の小テストや授業の様子を踏まえ，理解や定着
が不十分と思われる者には，再テストやその授業につい
ての補足説明等を実施しています。

日程

新中 2

徹底した反復練習やしっかり時間をかけて考え抜くこ
とが必要な分野等については，授業日以外にも呼び出し
ます。また，
学習が不十分と思われる者には呼び出しの上，
強制的に学習の機会を確保することもあります。

日程

新中 3

3/27・28・30・31，4/1・3 ～ 5
英語・数学（8 日間）

15：00 ～ 17：40（80 分 ×2 コマ）
19,940 円（税込）

※中学準備講座参加者は半額
3/27・28・30・31，4/1・3 ～ 5
英語・数学（8 日間）

18：00 ～ 21：20（90 分 ×2 コマ）
29,160 円（税込）
3/25 ～ 28・30・31，4/1・3 ～ 5
英語・数学（10 日間）

18：00 ～ 21：20（90 分 ×2 コマ）
36,450 円（税込）

●春期講習中も随時自習室を開放しています。家では集中で
きない人，学校の課題を集中して片付けたい人などは積極的
に利用してください。

三鷹・都立武蔵をはじめとする公立中高一貫高の受験対策コースです。
当塾は，「公立中高一貫校受験対策は時間・量ではない」という立場を
とります。たとえば夏期講習をするにしても，何日も朝から晩まで授業と
演習が繰り返されるという長時間に及ぶ拘束は想定していません。文系問
題対策・理系問題対策のそれぞれに原則として週あたりそれぞれ８０分程
度の授業時間，それで十分です。
そのかわり，当塾は「子どもたち一人ひとりに，とことんまで手をかけ
る」姿勢を貫徹することとします。公立中高一貫校の適性検査問題はパター
ン化できません。したがって，講習期間・通常授業期間の別なく，授業は
答案作成・解説添削・課題発見・修正という骨組みを採用しています。
また，秋以降は別途演習日を設定し，得点力の強化を図ります。

▼ 各学年ごとのクラス授業要項や，指導方針，入試問題分析や塾の指導
の１コマなどがご覧になれます。塾の雰囲気など詳しい状況をお知りに
なりたい方は，WEB サイトをご覧下さい。
▼ 体験授業は，随時実施しています（無料・進路相談可）。ＷＥＢから
のお申し込みも可能です。

時間

春期講習会

費用

【新小 5・6】公立中高一貫受験コース

塾の様子は，ＷＥＢをご覧下さい

時間
費用

3．定期テストに向けた自学自習の確立

［学年］小学 5・6 年生
［教科］理系（算理）
・文系（国社）
［時間］週 2 日 17：00 ～ 18：20
［費用］月額 25,920 円（80 分×週 2 回）

時間
費用

2．非授業日の呼び出し

定期テストの１ヶ月前からは生徒面談を行っています。
提出物の状況や学習計画の進捗状況などの把握や自宅で
しっかり学習するためのアドバイスも行っています。

武蔵丘・鷺宮・國學院・錦城・日二・文杉他

●中学 3 年の選抜クラスは，数学の授業を週 2 回実施します。

各 4,320 円

選抜
木・金
水曜日

実績：豊多摩・駒場・武蔵野北・小金井北・井草・杉並・

西・立川・武蔵・大泉・富士・東工附属他

●在籍継続のためには毎回の選抜テストで合格し続ける必要 ●継続的な学習習慣をつくり，学校の定期テストで結果を出
すクラスです。
があります。
●選抜クラス在籍者は，引き続き大学受験部に進級した場合， ●当日，入試で確実に得点することを目標としています。
授業料の減免措置があります（対象者のこれまでの実績： ●幅広い志望校に対応するため学力に応じた２クラス体制を
取っています。
東大，大阪大，東北大，早慶等）
。

各 4,320 円

火曜日
マスター
木曜日

目標校：都立高校（共通問題）及び中堅私立

［国私立］ 早慶・桐朋・巣鴨・本郷・筑付等

入室条件：選抜テストを受験していただき，選抜基準 入室条件：特になし
を満たす場合のみ入室・在籍を許可します。

17,280 円

金曜日

19：00 ～ 21：40
土曜日
（各 45 分ずつに分割）

19：40 ～ 21：20
（各 100 分授業）

【マスタークラス】

目標校：
［都立］ 日比谷・西・国立・立川・武蔵等

【新中 1】中学準備講座
この春より中学校に進学する現小 6 生を対象
に，中学内容の先取り学習を実施する中学準備
講座を開講します。
概ね中学校のカリキュラムの 5 月～ 6 月の内
容の基礎内容を中心に取り扱い，レベル・量と
もに小学校のものとは大きく異なる学習内容に
対応する力を身につけます。

［日時］
英語 2/23・3/2・9・16 毎週金曜
17：00 ～ 18：20
数学 2/26・3/5・12・19 毎週月曜
17：00 ～ 18：20
［費用］無料
※受講者は春期講習の受講料を半額とします。

3/3( 土 ),10( 土 )

塾説明会

「ベストな塾選びのために」
当塾の教育理念に基づいて運営される授業を
含めたシステム面について詳しくご説明差し上
げます。他塾より当塾が優れているところがあ
るとすれば，優れたスタッフの経験と客観的デー
タ分析に裏打ちされた進路指導の精度だと自負
しています。併せて，平成 30 年度都立高校入
試結果を踏まえた，入試概況報告も実施いたし
ます。ぜひ当塾の説明会にお越し下さい。

［日時］1 日 2 回 開催 ※同内容
11:00 ～ 12:00，13:30 ～ 14:30
［場所］西荻塾南校

【合格実績】2014 〜 17 年度
［都立・国立］西，武蔵，武蔵野北，小金井北，東工大附属，駒場
豊多摩，井草，杉並，小平，保谷，杉並総合，工芸 ほか
［私立］成蹊，日大二，錦城，國學院，明治学院東村山，日大櫻丘
文化学園大杉並，大成，保善，東京立正，佼成学園 ほか

2014 ～ 17 年度

都立高校志望者の合格率 86.3%

西荻塾

南校【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）

www.nishiogi-juku.jp

