
西荻塾は、西荻窪エリアで、大学受験・高校受験を専門とする塾と、小学生低学年
向けの理科算数教室および民間学童教室を運営する「教育塾」です。
設立から15年目。延べ1000名以上の生徒たちを送り出してきました。2021
年より、小学生向けの理科算数教室と学童教室アリスキッズを開設し、小学校低学
年から高校3年生・高卒生まで、来たるべき将来に向かって歩みを続ける生徒たち
を応援し続けます。

【塾部門】過去6年の合格実績
2016 年～ 2021 年度　西荻塾　大学受験・高校受験実績集計

■ 大学受験　通年授業受講者（国公立志望者については過去 2年、17 人中 16 名合格）
◆国公立　東京大（理 II）、京都大（法）、一橋大（経）、大阪大（外）、東京外国語大 [4]、
筑波（理）、東京医科歯科大（歯）、東京農工大（工）、北海道 [2]、電気通信大 [2]、横浜国
立大 [2]、東京都立大 [7]、東京学芸大 [2]、東京海洋大 [2]、京都工繊大、東京芸大、埼玉大 [2]
◆私立大　慶應 [7]、早稲田 [16]、上智 [19]、聖マリアンナ医科大 [ 医 ]、東海大 [ 医 ]、明治 [29]、
東京理科 [13]、立教 [14]、法政 [17]、中央 [11]、学習院 [6]、麻布、成城、同志社、津田塾、
芝浦工、成蹊、昭和女子、日本女子、東京女子、東京都市、順天堂、共立女子、星薬科（薬）、
日本、東洋、明星、國學院、神奈川、東海、専修、帝京、白百合女子ほか多数
■ 高校受験　通年授業受講者（都立高校合格率はのべ約 9割）

◆都立高・国立高　西・青山・新宿・武蔵・国分寺・駒場・豊多摩・
武蔵野北・小金井北・井草・石神井・杉並・東工大付属・鷺宮など
◆私立高　中大杉並、成蹊、拓大一、日大二、錦城、國學院、明治学
院東村山、日大櫻丘、佼成学園など

※いずれも通年通塾をした生徒の実績のみを掲載
※高校 3年生は、例年 4月～ 5月頃に募集を締切ります。
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総合本部（西荻駅前校）　西荻窪駅南口徒歩 1分
南校・学童教室アリスキッズ　西荻窪駅南口徒歩 4分

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（西荻駅前校・本部）
杉並区西荻南 2－ 20－ 1松本ビル 2F（アリスキッズ・南校）

メール：offi  ce@nishiogi-juku.jp
WEBサイトの問合せフォームもご利用ください。

■お問い合わせ 西荻塾（にしおぎじゅく）

■ 詳しくは、西荻塾のＷＥＢサイトへ
　各部門ごとにホームページをご用意しています。

【塾部門】
　各コース別の、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のご案内、FAQ等詳細な記事を掲載し
ています。

【学童教室アリスキッズ】
　学童教室アリスキッズのサイトには、より詳細なプログラム
の詳細や教室の写真など豊富な情報を掲載しています。こちら
もどうぞご覧ください。

https://nishiogi-juku.jp
西荻塾

学童教室アリスキッズ

確かな歩みは、確かな未来を形作る。

西荻塾
どこまでも正攻法 高 校・ 大 学 受 験 塾

理 科 算 数 教 室



本格的な双方向授業による圧倒的な実績。
　塾の最大の特徴は、生徒全員の顔と答案が見える距離感にあること。西荻塾では、この塾の
特徴を生かし、解答へのアプローチの仕方、思考回路、普段の勉強の取り組み方と学習姿勢に
至るまで、双方向授業によってしっかりと構築します。
　全分野、全レベルに対応できる確かな授業と綿密な指導を実現しながらも、切磋琢磨出来る、
和気藹々とした教室作りを心がけています。積み重ねた実績も圧倒的。東大、京大、一橋など
の国公立大、早慶上智等をはじめ、毎年着実に合格者数を増やしています。

■ 理解を主眼に置く、本格的な双方向授業
　西荻塾の授業は、どの科目であっても、「理解」を最優先に組み立てま
す。その土台の上に、必要な暗記や演習を積み上げていくこと。当たり
前のことですが、この当たり前を双方向授業で実現した、密度の濃い授
業を提供します。
　また、授業前に答案や予習状況を具に観察・添削した上で、授業に取
り入れ、「そこが聞きたい」という授業作りに努めています。

■ 授業に加え、本格的な自習指導
　授業で「なるほど、そうか」と思ったら、すぐに演習することがポイント。
何を、どの程度、いつ演習するか。科目間のバランスはどうか。総合演
習をするのはいつのタイミングか――。西荻塾の授業は、自習指導とワ
ンセット。授業を担当する講師は、各人にあわせ、臨機応変に自習指導
を取り入れます。もちろん自習室は完備。授業内外を問わず、いつでも
相談できる環境を整えています。予備校ではなく、手厚い「塾」ならで
はの指導を是非、西荻塾で受けていただければと思います。

「理解」＋「演習量」＝「合格」 「自習なくして合格なし」

西荻塾 大学受験コース

都立入試 先取りオープンテスト
高校受験対象・参加費無料・中1、2対象・塾外生歓迎！

第 1回　3月 5日（土曜・試験日）・6日（日曜・解説授業、個別面談）
第 2回　3月 12 日（土曜・試験日）・13日（日曜・解説授業、個別面談）

※第 1回、第 2回ともに同内容ですので、ご都合に合わせてご選択ください。

■ 都立入試を知り尽くしたスタッフによる都立高そっくりなオリジナル問題により、都立入試を体験
　試験問題は、長年都立高校入試を研究したスタッフが、既習の範囲を前提に、本番の出題形式にあわせて作成しています。単に
都立高入試の過去問をやるのとは違い、現状の実力が色濃く反映され、今後に活かせる模擬試験です。

■ 解説だけではなく、今後どうすれば良いかも「よく分かる」解説授業
　解説授業では、試験の解説はもちろんですが、試験問題を題材として、都立高入試では「どのようなところで差が付くのか」、「ど
こは落とせないのか」「今後、何を意識して対策をするべきか」も含めて、わかりやすくご説明します。

■ 試験の成績に内申点を加えた志望校判定と、これからの成長を分析する「成績表」と「個別相談会（三者面談）」
　成績表には、現状の内申点も踏まえ、正確な志望校判定結果を示します。今後を見据え、都立入試のシステムや併願校の選定の
仕方、内申対策も含めた志望校へのルートを占う、保護者の方を交えた個別面談も同時に実施。ご不明な点はすべてお答えします。

お申し込みは西荻塾のホームページ（申し込みフォーム）またはお電話にて

■ 個別学習指導の「ユリイカ」システム
　「ユリイカ」システムとは、生徒一人一人の日常学習の組み立て、実施
をサポートするシステムです。授業時間以外に個別に学習状況等の聞き
取りをし、学校の教材等を含めて、日々の学習計画を設定します。定期
的な面談を通して、定着状況等を把握し、常に各自の課題に合わせた効
率的な学習を進めます。これが生徒の力を伸ばす最大のポイントです。

■ 志望校合格の明確な目標設定
　偏差値ランクだけでは判断できない志望校合格ラインを、本人の内申
点や模擬試験の結果からはじき出し、そこに向けてどのような学習をし
ていくのかを具体的に設定します。特に都立高の入試では、内申点に引
きずられない志望校選びにこの視点は不可欠です。これにより、生徒は
すべきことが明確になり、安心して学習することができます。

日常学習の徹底サポート 的確な進路指導

授業の学び＋個別の学習指導で、志望校合格へ
　授業では、最大8名程度の少人数クラス。活発なやりとりの中で、生徒自身の考えていること
が授業の中で活かされ、積極的に授業にかかわり、理解を深めていきます。
　授業の学びを実力に変えていくのが個別学習指導。個別面談などを通して、生徒の学習状況を
把握し、日々の学習内容を決定。スムーズに学習を開始できるサイクルを作り、生徒の学習意欲
を高めます。

西荻塾 高校受験コース

「これなら解ける！」納得できる授業
　西荻塾の講師は、授業で余すことなく必要な知識を伝授するべく、練
りに練り上げた教材と講義で受験生たちに的確な受験指導を行います。
生半可な理解や付け焼き刃のテクニックではなく、「まじで解けるように
なる（当塾の生徒たち全員が保証します）」授業です。
 そして、講師は全員が東大、東工大、慶應義塾大等を含めた超難関大出
身者と合格者のみ。抜群の講師力を保証します。

「これなら解ける！」納得できる授業
　西荻塾の講師は、授業で余すことなく必要な知識を伝授するべく、練
りに練り上げた教材と講義で受験生たちに的確な受験指導を行います。
生半可な理解や付け焼き刃のテクニックではなく、「まじで解けるように
なる（当塾の生徒たち全員が保証します）」授業です。
 そして、講師は全員が東大、東工大、慶應義塾大等を含めた超難関大出
身者と合格者のみ。抜群の講師力を保証します。

鍛えるのは、王道の数理的思考力
　西荻塾の理科算数教室が鍛えんとするのは、「王道の数理的思考力」。
　一般に、数理的思考力とは、種々ありますが、
1．「類別（分類）」の力・・・情報を取捨選択し、整理する。
2．「抽象化・具体化」する力・・・イメージしたり、モデル化して、解析・分析に備える。
3．「解析・分析」する力・・・アルゴリズムの構築、問題解決に向けた実践
4．「発信」する力・・・正しい表現を用いて論理的に説明する。　※参考　東京大学「高等学校段階までの学習で身につけてほしいこと」

　私たちは、この数理的思考力のすべてに、算術（Arithmetic）の基礎があると考えています。算術は、誰にでも開かれた学
問であるべきで、そして、誰にとっても有益なものであるはず――ぜひ、楽しく、数理的思考力を磨いていただければと思います。

徹底した計算力の養成 何よりも「楽しむこと」

西荻塾 理科算数教室（小学1年～4年生向け）

■ 計算力は「言葉の力」でもある。
　アリスの理科算数教室においては、まず、第一に、「数理的思考力の基
本言語である計算力（基礎算術）」を徹底して鍛えることとなっています。
計算なくして理数は成立しません。教室の授業では、必ず座学による徹
底した算数のトレーニングを実施します。

■ 作文、パズル、工作――なんでも算術の友だち
　算数を学んだ後は、時に手を動かし、体を動かし、パズルをたくさん
準備しています。目で見て、耳で聞いて、触れて、持っている感覚を研
ぎ澄ましながら、多面的な角度から理科や算数に触れ、「しっかりと楽し
んでもらいます」。講師と一緒に、真剣勝負も。

学びに、遊びに。充実したプログラム
　学童教室アリスキッズは、放課後、夏休み・冬休み等の期間を「第2の家庭」としてお過ごしい
ただく場所です。お子さまが安心・安全に過ごせることはもちろん、学習指導や体験教室など充実
したプログラムを、基本料金内でご利用いただけます。
　学校外での長い時間を、どんな環境でお子さまにお過ごしいただきたいでしょうか――？
　地元西荻で子どもたちの教育に携わってきた西荻塾だからこそできる、
　学びと遊びをしっかりと両立する学童教室です。

のびのびとした空間と確かなスタッフ 基本料金内で、充実したプログラム

学童教室アリスキッズ（小学1年～3年）

■ 安心・安全な、ゆとりある環境
● 160㎡の広いスペースを活かし、ゆったり過ごせる和室、伸び伸び遊べ
るプレイルーム、しっかり頑張れる学習室等を設置。目的別に部屋が仕
切られた大型の住宅を改装して教室としていますので、遊んでいる横で
学習するなど、競合による不快感を生じさせない空間作りが特徴です。
●教育、医療、児童福祉等に携わってきたスタッフが、お子さま 4～ 5
名あたり 1人以上の体制で手厚く見守ります。

■ 興味関心・習熟度に応じた多彩なプログラム
・宿題管理はもちろん、オリジナル教材を用いた学習プログラムを基本料
金内で、毎回受けることができます。もちろん、学習については、西荻
塾のスタッフが一緒に担当し、監修しますので、本格的な学習指導を受
けられます（進路相談も可能です）。
・書道、理科実験、知育活動（ブロック、パズルなど）、創作活動、まち
探検など、楽しさいっぱいの体験教室を実施しています。

お子さまの健やかな成長を一緒に
見守るお教室　 アクティブ♥エンジェル

【広報】幼児教室新規開講のご紹介

2022年 4月
募集開始

6月開講

音楽リズム、リトミック、お話しタイム、
うんどう遊び、お製作など、お子さまの興味、
好奇心を刺激し、能力をのばすプログラム
をご用意しております。

■ 体験クラスを 1月～ 4月まで随時実施しています。
　お申込み、お問い合わせは運営事務局まで
運営事務局：ActiveAngels（TEL 080-1301-4602）

♥０歳クラス
♥１歳クラス
♥２歳クラス
♥３、４、５歳クラス

各クラス定員５名

0 歳～就学前までのお子さまの個々の可能性と能力を見出し、
引き出すお手伝いをいたします。

アリスキッズの教室を
利用して開講されます！

★幼児教室のお問い合わせは、西荻塾ではなく、直接ActiveAngels 事務局へお願いします★


