授業こそ，塾の生命線である
西荻塾は，しっかりと授業をする塾です。

受験生たちと，授業という空間で真剣に語り合う。
「授業は特別な場」です。
そのような空間をプロデュースする講師は，真剣に準備をし，真剣に答案と向き合い，真剣に板
書をし，真剣に受け答えをする。真剣に言葉を選びながら，責任ある講話を行う。生徒全員のう
なずきを見て，その場でこの説明で分かってもらえるのか，もっと説明の密度を上げるか，下げ
るか，このあとどのような課題を追加して習得してもらおうか，我々，授業する側も相当の緊張
感をもって挑みます。同じ授業は再現できません。その一瞬一瞬が真剣勝負の場です。

授業のなかで，「仲間」と「緊張感」が育てるもの。
ところで，
「自分が望む結果」は努力で切り開いてこそであり，受験勉強に限っていうならば，
「自
分で自立して勉強すること」が当然の前提です。
当然の前提である以上，我々はそのための教育を当然のように行います。自習室は巡回しますし，
適宜質問にも答えます。志望校の相談や，勉強方法の相談にも乗ります。
私たちは，そのような自立した勉強ができることへのサポートを，ことさらに付加価値というこ
とはありません。私たちは，これまでも，これからも，当たり前のことは当たり前にやる，少な
くとも，そう考えています。
では，西荻塾の授業がさらに目指すものは何か。
「仲間」と「緊張感」です。
西荻塾の授業では，再現できない真剣勝負の授業のなかで，一生懸命予習した際の思考過程を追
体験することにどまらず，仲間の思考過程を設問単位で耳にすることになります。危機感を感じ
る子も出るでしょうし，切り口の違いに感銘を覚えることもあるでしょう。このような刺激を不
断に体験する場こそ，授業というべきものであると考えています。

渾身の授業と受験生のたゆまぬ努力の軌跡

2020 年度合格実績

■ 大学受験
◆国公立

通常授業受講者（国立志望者 9 名中 8 名合格／第 1 志望 26 名中 19 名合格）

京都大（法）、一橋大（経済）
、東京外国語大（国際社会 [ スペイン語・東南アジア ]）

電気通信大（情報理工学域）、横浜国立大（理工・機械）
、東京都立大（看護）、東京学芸大（教）
◆私立大

慶應 [3]、上智 [4]、明治 [8]、東京理科 [6]、立教 [3]、法政 [7]、中央 [5]、麻布 [3]、日体大、

成城 [2]、津田塾、芝浦工、成蹊 [2]、昭和女子 [3]、日本女子 [2]、東京女子 [2]、星薬科（薬・特
別給費）
、日本 [3]、東洋 [2]、明星、國學院、神奈川、東海、専修、白百合女子ほか
■ 高校受験

通常授業受講者（都立志望 9 名中 8 名合格／第 1 志望 16 名中 14 名合格）

◆都立 青山、新宿、武蔵野北、豊多摩、石神井、鷺宮 [2]、総合芸術
◆私立 中大杉並、國學院、錦城 [2]、日大二 [2]、東京電機大附属、拓大第一、文化学園大杉並、保善（特・
普）、大成、杉並学院 [2]、八王子、日工大学駒場、駒場学園、藤村女子、新渡戸文化、ほか
新型コロナウイルス感染防止策を徹底し、授業を行ってお

※詳しくは WEB サイトを参照ください。

ります（詳細な対応策は WEB サイトをご覧ください）
。
なお、対面授業に加え、必要に応じオンラインにより（対

大学受験
JR 中央線西荻窪駅南口徒歩 1 分 高 校 受 験

面授業の同時双方向配信）授業に参加することができます。

どこまでも正攻法

西荻塾

質・量・バランス、受験のすべてを「塾」の指導で
クラスにおいて生徒全員の顔とノート・答案が見える距離にあること。
「一方通行」の授業ではないこと。仲間と切磋琢磨できる空
間であること。塾の環境はかくあるべきです。そして、
「塾」の特性を最大限に活用し、問題へのアプローチ・思考回路、普段の自
習の取り組み方や学習姿勢に至るまで、受験勉強の「質・量・バランス」を担保した指導を行います。私たち、西荻塾は、不断に
新しい情報を更新しながら、着々と確かな成長の軌跡が描かれる場として、研鑽の場づくりを行っています。

2021 年度受講生募集中

※既卒コースは限定募集

既卒生コース（定員 10 名）

高校受験コース（小 3 ～中 3）

●既卒生コース（4 月 10 日締切予定）

●高校受験コース

少人数に絞り，徹底したコミュニケーションを密に行いながら，
短期，中期，長期それぞれの観点から，一人一人に最適な学習方
針を組み立てます。使うべき教材や授業方針，時間の使い方など
について，随時修正を繰り返し，時機に応じたスケジュール管理
を実施しています。
最大 5 名前後の少人数限定クラスにより、各科目 50 分～ 120
分の授業とさらに１対１指導を週に何度も行いながら、授業前の
予習・自習状況の把握したうえで、生半可な理解がみられる箇所、
演習が足りない箇所、知識不足が露見している箇所を洗い出し、
そのまま固定席キャレルにて即時修正を加えていただきます。
【西荻塾既卒生コースの特徴】
■ 毎年 10 名限定 ■ 東大・一橋・京大・早慶合格実績あり
■ 各人「固定キャレル」の自習室完備（専用本棚・荷物置場設置）
※午前 7 時から午後 10 時まで年中無休で利用可能
■ 授業と自習指導が密接に結びつく指導
■ 講習会による追加費用等は不要。一日中，みっちりと塾で思い
切り受験勉強をしてください。
※既卒コースは，限定募集のため予約優先です。2 月より受付中。

現役生コース（高 1 ～高 3）
●現役生コース（高１～高 3）※高３は定員間近
大学受験を目指す高校生のコースです。レベル別にクラスを編成
し，大学受験へ向けて最適かつ効率のよいカリキュラムで指導を
行います。また，各生徒別に，効果的な自習の方法や教材なども
含め，自立した受験勉強ができるようにリードします。
※各学年定員制です（全数 20 名～ 30 名，クラス定員最大 7 名）
※レベル別のクラス編成により、学校のカリキュラムも勘案しな
がら、柔軟に対応しています。
※ WEB サイトに，現在の定員充足状況を掲載しております。

※各学年定員 10 ～ 13 名程度募集

高校受験を目指す小中学生のコースです。西荻塾では，大学受
験で培ったメソッドにより，小中学生にもしっかりと自習指導
を行います。近隣の小中学校の情報に長けておりますので，定
期試験・内申対策も万全です。また，的確な受験校ボーダーラ
イン推定（秘伝のタレ）のメソッドがありますので，短期，中
長期的な視野で成績を確実に伸ばしていきます。大学受験に比
べ，クラスの人数は少なく募集しておりますが，驚異の実績が
あります。

★都立高合格率（過去 7 年通算）88％
★独自入試都立高合格率（過去 7 年）100％

※詳しくは WEB サイトをご覧ください。

合格者の声

WEB サイトにも多数掲載

かつては E 判が当たり前で雲の上の存在で

西荻塾で良かった事はこの文に書き切れませ

けてくれた西荻塾の親身な指導があってのも

事が一番大きかったです。勉強の内容だけで

あった京大に合格出来たのも、ずっと支え続
のだと思ってますし、感謝してもしきれませ

ん。辛いこと、大変だったことを挙げればキ

リが無く、失敗だらけの受験生活でしたが、
そんな自分の受験生活の唯一の成功は西荻塾
を選んだことだと思っています。

【京都大合格・西高（既卒コース）】

んが、私にとっては先生方とたくさん話せた
なく、各人の性格に合った勉強の方法を提案
してもらえ、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。

【上智大・早稲田大現役合格・豊多摩高】

西荻塾責任者講師より

自分のタイプや受験校に合わせて懇切丁寧に

「自分で考え，そして切りひらく。」
「視野を広げ，好奇心旺盛であれ。」

く、進路の相談、小論文の添削など様々な面

真剣さも，楽しさも，すべてひっくるめてかけ
がえのない中高生の時期。考えて切りひらく力
と視野の広さは充実した時間を過ごし，いずれ
将来を切り拓くことになるでしょう。遊びだっ
て真剣に考え，一生懸命に。実はこれが受験の

授業や勉強法の指導をしてくれるだけでな
からサポートして頂きました。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に強い精神的な支えに
なってくれたと思います。

【早稲田大・東京芸大現役合格・西高】

鉄則です（塾では遊べません）。

中高一貫校コース（中 1 ～中 3）

頭で汗をかき，そして面白い授
業を準備してお待ちしてます。

赤星講師（東京大学卒）

●中高一貫コース（中高一貫校在籍者対象・中１～中 3）
中高一貫校に通う生徒を対象とした，専用コースです。中学生の
うちから高校カリキュラムに順応するため，学校の進度を勘案し
ながら，基礎を徹底し，早いうちから大学受験内容を取り扱いま
す。また，効果的な自習の仕方や定期試験への対応など，中高一
貫ならではの骨太な指導を実施します。
※これまでの在籍校例
都立三鷹・都立白鳳・都立武蔵・吉祥女子・豊島岡女子
佼成学園・早稲田・日大系列・慶応付属・白百合・東洋英和等
※レベル別のクラス編成により、学校のカリキュラムも勘案しな
がら、柔軟に対応しています。

新型コロナウイルス感染防止策を徹底し、授業を行ってお
ります（詳細な対応策は WEB サイトをご覧ください）
。
なお、対面授業に加え、必要に応じオンラインにより（対
面授業の同時双方向配信）授業に参加することができます。

常設自習室完備
体験授業随時実施中

■ 詳しくは，西荻塾のＷＥＢサイトへ
●詳しいクラス授業要項（時間割・受講料）や塾の指導方針や，詳細な合格実績
がごらんになれます。また，入塾の手順や体験授業，FAQ 等詳細な記事を掲載し
ています。是非，一度ご覧ください。

https://nishiogi-juku.jp

■お問い合わせ

西荻塾（にしおぎじゅく）
代表 TEL: 03-3334-5415

杉並区西荻南 3-9-11 フロンティア EX ビル 3F 駅前校
（西荻窪駅徒歩 1 分）
杉並区西荻南 2-20-1 松本ビル 2F
西荻南校（西荻窪駅徒歩 4 分）

メール：office@nishiogi-juku.jp

WEB サイトの問合せフォームもご利用ください。オンラインによるご相談・体験授業も可能です。

学童教室アリスキッズを 2021 年 4 月より開校！

