
意欲的な学習進度と日常学習のサポート
　入試を見据えて、英語・数学を中心に意欲的に先取りを進め、確実な合格につながる学力を養います。
　授業だけでなく、日常学習をきめ細かくサポートし、無理なく効率的な学習姿勢を身につけます。

高校受験
中学生対象 授業要項

どこまでも正攻法

西荻塾
高校受験

クラス授業のご案内
自校作成校を含む都立高校と、難関私立校を目指す生徒のためのクラスです。
指導は「授業」と「ユリイカ」と名付けた授業外指導システムを両輪として進めます。

2022-23 年度

　教科の授業では、英語・数学について教科書内容を原則中学 2 年終了時に学び終え、入試対策にしっかり時間をとり
ます。授業内容は基本を着実に使いこなせることに主眼を置き、その上で応用に進みます。中 1,2 では中高一貫の中学
生徒ともに学び、高いレベルを常に意識した学習環境を用意しています。
　授業外では、自習用の学習課題の取り組み、質問対応や定期テスト学習の計画などを行う時間や適宜、特別授業を実
施しています。また、定期的に塾内テストに取り組み、学習内容の定着度を客観的に計測します。

■ 一人ひとりに迫る授業
　理解を深める双方向授業。
　西荻塾は、各生徒と丁寧にコミュニケーションを取り、信
頼関係をきちんと築いていくことを大切にしています。
　それを授業で表現したものが、問答を通じた双方向授業で
す。ただ聞くだけではなく、どうしてそうなるのかを生徒が
考え、納得することを重視します。講師とのやりとりも、受
け身ではなく、生徒一人一人が主役で積極的な発問のある授
業を西荻塾は行っています。このなかで生徒は理解を深めて
いきます。

指導４本柱

■ 入試に直結した学習内容
　試験当日から逆算したカリキュラム。
　志望校合格を勝ち取るためのカリキュラムを設定していま
す。中学 1,2 年生を基本の定着時期、中 3を入試学力を伸ば
すための期間と位置づけています。
　中 1,2 では、英数について中学内容の教科書内容を学習し
終えます。中 3では、身につけた知識を入試問題で自在に使
いこなし得点する力を鍛えます。
　入試の合否を分ける英語・数学について、入試に向けた準
備をしっかり行うことで、合格をたぐり寄せます。

■ 手厚い日常学習サポート
　自学を支える「ユリイカ」システム。

■ 的確な進路指導
　データから導く正確な合格ライン提示。

　授業で学んだことを身につけて得点に結びつく力に変える
には、授業外での継続的な日常学習が不可欠です。この日常
学習を支えるのが「ユリイカ」システムです。
　ポイントは 2つ。まず、生徒一人ひとりに対して適切な課
題設定を行います。塾で学んだことを繰り返し学習し、効率
的に知識を自らのものにしてもらいます。
　次に、質問等の対応。学習を進めるなかでの疑問などをそ
のままにせず解消するための場を設定しています。また自習
利用も可能です。

　年々複雑になる入試システムや、都立入試の場合は内申点
が一定の得点比率を占めるため、どのくらいの力があれば志
望校に合格するのかは、生徒本人も保護者の方もわかりにく
い部分が多いと思います。
　西荻塾では、模試・入試データの徹底した分析に、過年度
の受験者の成績推移等を加味して、合格に必要な学力を、「あ
と 5教科合計で 30 点」といった具体的な数字で、生徒・保
護者の方にお伝えします。



中学 1,2 年生では、英語・数学について 3 年間の学習内容を学習します。併設する中高一貫コースと合同で授業を進め、一歩レ
ベルの高い教材を使用しながら、従来の高校受験コースとは違った効率的なカリキュラムをもとに学習を進めます。これにより
無理なく教科書内容をスピーディーに習得することができます。

数学
週1回 90分

中 1,2 で中 3までの教科書内容を学習します。方程式や一部の図形の単元についてはまとめて学習を進め、効率的なカリ
キュラムを設定しています。応用レベルの問題まで触れ、入試問題に対応できる基礎体力を養います。

英語
週1回 90分

中 1,2 は文法的な学習を中心に進め、中 2終了時には中学内容の学習を終えます。中 2の夏頃からは読解問題に取り組み
入試問題に対応する素地を作ります。リスニングやスピーキングのトレーニングも入れ、中 3の入試対策に移行します。

国・社・理
週1回 90分

国語では、継続的に初見の問題に対応する力を磨き、選ぶだけでなく、考えを表現する力を養います。社会・理科は、学
校の進度を確認しつつ、入試でポイントになる項目を中心に学習を深めます。原則、国語と社会理科で 45分ずつ実施。

■ 中学 1,2 年

中 3では通年で入試対策に力を入れ、都立自校作成校入試で求められる記述する力、長く複雑な問題文を速く読み解く力、単元
をまたぐ総合問題に対応する力を磨き、同時に私立高校入試では必要となる高校レベルの知識の習得にも適宜取り組みます。入
試問題は年々難しくなっていますが、そうした変化にも試験当日対応できる堅固な学力を養います。

数学
週1回 90分

夏までにこれまでの復習を進めながら都立共通問題レベル、そして自校作成問題レベルの演習に移行します。特に、記述
力を徹底して鍛えます。また、私立上位の問題にも取り組み、解答の道筋を見抜く力を養っていきます。

英語
週1回 90分

都立共通問題のトレーニングから入り、夏前には自校作成問題の演習に入ります。読解のスピードを上げつつ、英作文・
記述の力を鍛えます。また、高校レベルの内容も取り扱い、私立高校入試にも対応できる知識を身につけてもらいます。

国語
週1回 90分

時間的な要求の比較的高い都立入試（共通・自校ともに）に対応するため、制限時間をつけた演習を積極的に行います。
その中で 200 字作文をはじめとする書く力の訓練に時間を取ります。私立対策として、古典も取り扱います。

社会・理科
週1回 90分

都立入試で求められるのは、まず徹底した基礎知識の定着です。その上で、情報量の多い設問からヒントを読み取り、知
識と照らし合わせて解答に結びつけます。一学期にまず知識を身につけ、二学期以降は演習を通して得点力を高めます。

■ 中学 3 年

開講講座のご案内

● 入塾方法
　最初に、保護者の方とご本人を交えた面談を実施します。学校
の成績表や定期テストの答案など、現状がわかる資料をお持ちい
ただき、志望校を見据えた現況分析を行います。
　次に、入塾テストとその解説授業を実施し、その成績をもとに、
解説授業での様子を考慮して、ご入塾いただけるかどうかの判断
をいたします。

●そのほかにかかる費用
・入塾金 30,000 円（税込 33,000 円）

＊ご紹介の場合は、10,000 円を割り引きます
・教材費（年間）
　　中 1,2 生　数・英・国社理 各 10,000 円（税込 11,000 円）
　　中 3 生　国・英・数 　　　各 12,000 円（税込 13,200 円）
　　　　　　理社 　　　 　　　　16,000 円（税込 17,600 円）　　　　　

＊教材費は、テキスト代・塾内テスト代等に充当します。
・指導充実費（施設維持費等含む／前期・後期の 2 分割でご請求いたします。）
　中 1 前期（4 月〜 8 月）　10,000 円（税込 11,000 円）
 後期（9 月〜 3 月）　14,000 円（税込 11,000 円）
　中 2 前期（4 月〜 8 月）　10,000 円（税込 11,000 円）
 後期（9 月〜 3 月）　21,000 円（税込 23,100 円）
　中 3 前期（4 月〜 8 月）　20,000 円（税込 22,000 円）
 後期（9 月〜 2 月）　24,000 円（税込 26,400 円）

＊自習室維持費、教室運営費等が含まれています。
※春期、夏期、冬期の季節講習会は費用が異なります（講習会費用は、
通常クラス授業の単価の水準です。それ以外の費用はかかりません）。

●兄弟・姉妹で在籍される場合は、兄弟姉妹割引があります。
・当塾にすでにご兄弟・ご姉妹が通塾されている場合は，各学年所定の入会金、
受講料について割引があります。詳しくはおたずね下さい。

■ クラス授業（税抜表示）

学年 受講講座数 授業時間／週 授業料／月

中 1,2
数・英 各 90 分× 1 33,000 円（税込 36,300 円）

国社理 90 分× 1 12,500 円（税込 13,750 円）

中 3
都立 5 教科

国・数・英・理社 各 90 分
（理社で 1 授業）

59,525 円 （税込 65,478 円）

私立 3 教科 国・英・数 各 90 分 47,025 円（税込 44,798 円）

＊授業料は 8 月を除く毎月必要となります。
【中 1,2】各講座ごとに 4 〜 7 月に 13 回、9 〜 12 月に 15 回、1 〜 3 月に 10
回の年間合計 38 回実施いたします（季節講習会は除く）。

【中 3】各講座ごとに 4 〜 7 月に 13 回、9 〜 12 月に 15 回、1 〜 2 月に 7 回
の年間合計 35 回実施いたします（季節講習会は除く）。
＊費用には、ユリイカ指導（自習指導）・演習講座・入試演習の費用が含まれます。
＊塾内テストについては、別途費用をいただくことがあります。
＊途中入会の場合は、入会月の月謝の金額について、年間授業回数に基づいて
均等割の計算をいたします。

受講料のシステム

西荻塾　高校受験コース
杉並区西荻南 3-9-11 フロンティア EX ビル 3F
TEL : 03-3334-5415


