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２２２２００００１１１１７７７７年年年年度度度度 夏夏夏夏期期期期講講講講習習習習 開開開開講講講講ののののごごごご挨挨挨挨拶拶拶拶

今年も暑い季節が訪れました。フィロソフィア国語教室

では、寺子屋教室と合同で、７月３１日～８月３０日に夏

期講習を開講いたします。

今年度も宮前教室と西荻駅前教室それぞれで多くの講座

を用意いたしました。国語の専任講師である坂爪と山田、

また寺子屋教室のフレッシュな講師陣が、小学１年生から

大学受験生までを対象に、熱の入った授業をご提供するつ

もりです。フィロソフィアの講習を効果的に活用し、有意

義なひと夏をお過ごしいただくことを願っています。

夏休みは、集中して勉強に取り組めるだけでなく、一ヶ

月間の学習計画を立てて実行するという「計画の実現」を

練習するための格好の機会です。この夏をどのように過ご

すか、自分にとっての大事なことや課題が何なのかをよく

考えて、上手に計画を立ててください。

受講方法や夏の過ごし方等でお悩みがあれば、喜んで個

別にご相談に乗ります。どうか充実した夏休みをお過ごし

ください。皆さまのお役に立てれば幸いです。

フィロソフィア国語＆寺子屋教室 代表 坂爪 彬



今年度夏期講習では、宮前・駅前の２教室で、国語教室の講座、寺子屋教室の講座の２種

類をご用意しております。国語教室の講座は少人数集団授業です。寺子屋教室の講座は１対

２までの個別対応授業で、全科目・全分野に対応いたします。各自の課題に応じて、国語教

室の専門授業と寺子屋教室の個別対応授業を、有意義にご活用ください。

国語教室の講座では、例年通り、４講座目以降は受講料を無料とするサービスを実施いた

します。ご家庭に過度の負担をかけずに、なるべく多く勉強して欲しいという願いから実施

する夏期だけのサービスですので、この機会にぜひ集中的に国語の学習に励んでください。

国語教室の講座のお申し込みは１講座（３日間）から受け付けますが、ご都合により３日

続けての受講が難しい場合は、他の日程の同内容の講座と組み合わせることも可能です。お

気軽にご相談ください。

寺子屋教室の授業は１コマ（９０分）単位でお申込みを受け付けます。受講の際は、夏の

間の課題を明確化して、課題の克服のためにご家庭と塾とでどのように学習するかを決めて

から授業に臨みましょう。受講日時・学習内容・学習計画について、授業前にすべての受講

希望者と個別にご相談いたします。

苦手を克服し、大きく飛躍するために、フィロソフィアの夏期講習をぜひ有効にご活用く

ださい。

◆ ４講座目以降無料サービスのご案内 ◆

例年、講習期間に数多くの講座を受講される方がいらっしゃいます

ので、夏期講習では国語教室の講座に限り、４講座目以降の受講料は

いただかないサービスを実施いたします。

３講座以上受講される方の受講料は、何講座受講されても３講座分

です。

※ 新規入塾生は、他に入塾料が必要です。

※ 寺子屋教室の受講料はサービス対象となりません。



学年別講座一覧（宮前教室）

フィロソフィア国語教室・寺子屋教室の夏期講習は、宮前教室・駅前教室の２教室で開講し

ます。この冊子では宮前教室の講座をご案内いたします。西荻駅前教室の講座については、別

の冊子をご参照ください。また、寺子屋教室の授業（全教科対応）は、科目とご都合をうかがっ

た上で、寺子屋教室の各講師の都合と調整してご案内いたします。

宮前教室では、小学１年生から大学受験生までを対象に以下の講座を開講いたします。

●●●● 小学生対象の講座

小小小小学学学学国国国国語語語語基基基基礎礎礎礎 AAAA～～～～ＤＤＤＤ 小小小小学学学学国国国国語語語語標標標標準準準準 AAAA～～～～ＤＤＤＤ

小小小小学学学学国国国国語語語語発発発発展展展展 AAAA～～～～DDDD

夏夏夏夏のののの精精精精読読読読教教教教室室室室 AAAA、、、、BBBB 夏夏夏夏のののの文文文文法法法法教教教教室室室室

夏夏夏夏のののの補補補補習習習習教教教教室室室室 志志志志望望望望校校校校対対対対策策策策授授授授業業業業

寺寺寺寺子子子子屋屋屋屋教教教教室室室室

●●●● 中学生対象の講座

中中中中学学学学国国国国語語語語標標標標準準準準 AAAA～～～～ＣＣＣＣ 夏夏夏夏のののの精精精精読読読読教教教教室室室室 AAAA、、、、ＢＢＢＢ

夏夏夏夏のののの文文文文法法法法教教教教室室室室 古古古古文文文文基基基基礎礎礎礎 ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ

夏夏夏夏のののの補補補補習習習習教教教教室室室室 志志志志望望望望校校校校対対対対策策策策授授授授業業業業

寺寺寺寺子子子子屋屋屋屋教教教教室室室室

●●●● 高校生対象の講座

現現現現代代代代文文文文読読読読解解解解 ＡＡＡＡ～～～～ＤＤＤＤ 古古古古文文文文基基基基礎礎礎礎 ＡＡＡＡ、、、、ＢＢＢＢ

古古古古文文文文読読読読解解解解 AAAA～～～～ＤＤＤＤ 漢漢漢漢文文文文読読読読解解解解 AAAA、、、、ＢＢＢＢ

夏夏夏夏のののの補補補補習習習習教教教教室室室室 志志志志望望望望校校校校対対対対策策策策授授授授業業業業

寺寺寺寺子子子子屋屋屋屋教教教教室室室室

◎◎◎◎ 各各各各講講講講座座座座内内内内容容容容のののの詳詳詳詳細細細細ににににつつつついいいいててててはははは、、、、以以以以下下下下ののののペペペペーーーージジジジををををごごごご覧覧覧覧くくくくだだだだささささいいいい。



小学１～３年生を対象に、作文と読解の練習に取り組みま

す。お手本を参考に身のまわりの出来事を上手に説明する

文章を作るとともに、様々な話題の文章を丁寧に読む訓練

をします。小学校低学年生のうちに、国語への苦手意識を

払拭しましょう。

★ 授業日時： A, 7月31日~8月2日9:00~10:30 B, 8月7日~9日9:00~10:30

C, 8月14日~16日9:00~10:30 D, 8月28日~30日9:00~10:30

※ AとBとCとＤでは別の問題を用います。

小学４、５年生、または国語の苦手な６年生を対象に、読

解と表現の基礎力を養成します。教材には標準的な読解問

題を用い、文章を丁寧に読んだ上で、問題への取り組み方

を解説します。要約や記述問題、作文課題にも積極的に挑

戦してもらいます。（※要教材購入）

★ 授業日時： A, 7月31日~8月2日10:30~12:00 B, 8月3日~5日9:00~10:30

C, 8月10日~12日9:00~10:30 D, 8月14日~16日10:30~12:00

※ AとBとCとＤでは別の問題を用います。

小学６年生、または意欲的な５年生を対象に、難関中学受

験レベルの問題で高得点をとるための特訓に取り組みます。

論理的な読解方法の習得を最重視しつつ、実際の試験で効

果的な解き方を伝授します。定められた時間内で確実に得

点するための技法を身につけてください。（※要教材購入）

★ 授業日程： A, 8月3日~5日 10:30~12:00 B, 8月7日~9日10:30~12:00

C, 8月10日~12日10:30~12:00 D, 8月28日~30日10:30~12:00

※ AとBとCとDでは別の問題を用います。

小学国語基礎
Ａ～Ｄ

小学国語標準
Ａ～Ｄ

小学国語発展
Ａ～Ｄ



小学５年生から中学３年生までを対象に、一冊の本を読み

進めて記述問題・作文課題に取り組んでもらいます。文章を

正確かつ能動的に読む力を養うとともに、理解して考えたこ

とを明快に表現する技法を身につけてください。Ａではミヒャ

エル・エンデの名作『モモ』（岩波少年文庫）を、Ｂでは戦

争体験を綴った高木敏子『ガラスのうさぎ』（フォア文庫）

を読みます。（※要書籍購入）

★ 授業日時： Ａ.7月31日~8月2日 13:00~15:00 Ｂ.8月14日~16日 13:00~15:00

品詞、活用、自立語・・・小中学生の大半が苦手とする文

法事項をわかりやすく解説します。文法問題を得意にするた

めには、文法用語を正しく理解して覚えることが大切です。

しかし、学校の授業の説明では文法用語を十分に理解できな

い場合が多いのが現状です。まして、文法の面白さを感じる

ことは少ないでしょう。丁寧な解説と練習問題を通じて文法

への苦手意識を克服し、日本語への興味を深めてください。

★ 授業日時：8月7日~9日 13:00~15:00

中学生の段階で身につけておきたいのは、抽象的な言葉を

用いて論理的に書かれた文章を正しく読み解く力です。学年

が上がるにつれて課題文は抽象度を増していきますし、国語

に限らず学習内容自体が抽象的な思考と理解を要求するよう

になるからです。歯ごたえのある評論を丁寧に読み解き、抽

象的な思考と表現になじみましょう。（※要教材購入）

★

授業日時： Ａ.8月3日~5日13:00~15:00 Ｂ.8月10日~12日13:00~15:00

Ｃ.8月28日~30日13:00~15:00

※ ＡとＢとＣでは別の問題を用います。

夏の精読教室
Ａ,Ｂ

夏の文法教室

中学国語標準
Ａ～Ｃ



古文が苦手な方、文法の基礎が十分に定着していない方を

対象に、基本事項の習得に取り組みます。古文を正しく読

むためには、単語と文法の知識をしっかりと身につけた上

で、その知識を実際の読解に活かす練習をしなければなり

ません。やさしめな文章を題材に、基本を繰り返し確認し、

読解に必要な基礎力を育みます。

★ 授業日時： Ａ.8月3日~5日 15:00~17:00 Ｂ.8月10日~12日15:00~17:00

大学受験現代文で頻出されるテーマに即した評論文を数多

く読みます。難解な語句の正確な知識と論理的な読解方法

とを丁寧に説明した上で、文章の背景にある筆者の問題意

識を解説します。読解を得意にするとともに、学問の世界

への好奇心を育んでください。

★ 授業日程： A, 7月31日~8月2日 17:00~19:00 B, 8月7日~9日15:00~17:00

C, 8月14日~16日17:00~19:00 D, 8月28日~30日15:00~17:00

※ AとBとCとDでは別の問題を用います。

古典文法の基礎を一通り身につけた方を対象に、読解の練

習に取り組みます。読み応えのある文章を、可能な限りた

くさん読んでいきます。一文ずつ丁寧に解説しながら、単

語、文法、文学史の知識も確認します。読解の量を増やす

とともに、古典世界への理解をいっそう深めてください。

★ 授業日程： A, 7月31日~8月2日 15:00~17:00 B, 8月7日~9日17:00~19:00

C, 8月14日~16日15:00~17:00 D, 8月28日~30日17:00~19:00

※ AとBとCとDでは別の問題を用います。

古文基礎
Ａ,Ｂ

現代文読解
Ａ～Ｄ

古文読解Ａ～Ｄ



漢文読解に必要な句法と重要語の知識を一通り確認した上

で、ほど良いレベルの文章をなるべく多く読んでいきます。

漢文特有の簡潔な文体から話の筋を適切に読み取るには、

読解の経験を積み重ねるとともに、古代中国の社会状況や

世界観を知る必要があります。漢文世界になじみながら、

読解のコツを体得し、漢文を得点源にしてください。

★ 授業日時： A, ８月3日~5日 17:00~19:00 B, 8月10日~12日 17:00~19:00

※ AとBでは別の教材を用います。

全学年に対応した講座です。夏休み中の学習が思い通りに

進まなかった方や、やり残した課題がある方、通常の講座

に参加できなかった方を対象に、各自の課題にあわせて補

習を実施します。授業時間と内容は受講希望者の事情をう

かがった上で個別に相談して決定します。対応人数に限り

がありますが、お気軽にご相談ください。

★ 授業日時：8月19日、21日、22日、25日 10:30~17:00から調整

通常授業に通っている生徒のうち、今年度の中学・高校・

大学受験生に限り実施します。各受講生の志望校の入試問

題を題材にして、国語において少しでも多くの点をとるた

めの対策に取り組みます。特殊なタイプの出題がある学校

や、記述答案が多い学校を受ける方にお勧めします。

★授業日時： 個別に調整

漢文読解Ａ,Ｂ

夏の補習教室

志望校対策授業



全教科・全学年対応、講師１人対生徒２人までの個別対応

型授業です。個別にご要望とご都合、課題をうかがい、夏

期講習期間での効果的な学習事項を決定します。学校のテ

スト対策や１学期の復習はもちろん、難関校受験対策にも

応じます。現在お抱えの課題について、お気軽にご相談く

ださい。受講時間はお申込み順に個別に調整します。１回

の授業時間は１コマ９０分です。駅前・宮前、両教室で受

講できます。

【宮前教室 寺子屋開講日時】

７月３１日～８月５日 ９：００～１２：００、

１９：００～２０：３０

８月７日～８月１２日 ９：００～１２：００、

１９：００～２０：３０

８月１４日～８月１６日 ９：００～１２：００、

１９：００～２０：３０

８月２８日～８月３０日 ９：００～１２：００、

１９：００～２０：３０

※ 駅前教室では、以下の日時から調整可能です。

８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～１１１１００００日日日日、、、、８８８８月月月月１１１１７７７７日日日日～～～～３３３３１１１１日日日日

※※※※ 日日日日曜曜曜曜日日日日ははははおおおお休休休休みみみみでででですすすす。

①①①①１１１１００００：：：：３３３３００００～～～～１１１１２２２２：：：：００００００００ ②②②②１１１１３３３３：：：：００００００００～～～～１１１１４４４４：：：：３３３３００００

③③③③１１１１７７７７：：：：００００００００～～～～１１１１８８８８：：：：３３３３００００ ④④④④１１１１８８８８：：：：３３３３００００～～～～２２２２００００：：：：００００００００

寺子屋教室



７７７７月月月月３３３３１１１１日日日日～～～～８８８８月月月月２２２２日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語基礎Ａ（小１～小３）

１０：３０～１２：００ 小学国語標準Ａ（小４～小６）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室Ａ（小５～中３）

１５：００～１７：００ 古文読解Ａ（高１～高３）

１７：００～１９：００ 現代文読解Ａ（高１～高３）

８８８８月月月月３３３３日日日日～～～～５５５５日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語標準Ｂ（小４～小６）

１０：３０～１２：００ 小学国語発展Ａ（小５～小６）

１３：００～１５：００ 中学国語標準Ａ（中１～中３）

１５：００～１７：００ 古文基礎Ａ（中３～高３）

１７：００～１９：００ 漢文読解Ａ（高１～高３）

８８８８月月月月７７７７日日日日～～～～９９９９日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語基礎Ｂ（小１～小３）

１０：３０～１２：００ 小学国語発展Ｂ（小５～小６）

１３：００～１５：００ 夏の文法教室（小６～中３）

１５：００～１７：００ 現代文読解Ｂ（高１～高３）

１７：００～１９：００ 古文読解Ｂ（高１～高３）



８８８８月月月月１１１１００００日日日日～～～～１１１１２２２２日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語標準Ｃ（小４～小６）

１０：３０～１２：００ 小学国語発展Ｃ（小５～小６）

１３：００～１５：００ 中学国語標準Ｂ（中１～中３）

１５：００～１７：００ 古文基礎Ｂ（中３～高３）

１７：００～１９：００ 漢文読解Ｂ（高１～高３）

８８８８月月月月１１１１４４４４日日日日～～～～１１１１６６６６日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語基礎Ｃ（小１～小３）

１０：３０～１２：００ 小学国語標準Ｄ（小４～小６）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室Ｂ（小５～中３）

１５：００～１７：００ 古文読解Ｃ（高１～高３）

１７：００～１９：００ 現代文読解Ｃ（高１～高３）

８８８８月月月月１１１１９９９９日日日日・・・・２２２２１１１１日日日日・・・・２２２２２２２２日日日日・・・・２２２２５５５５日日日日

１０：３０～１７：００ 夏の補習教室（全学年）

８８８８月月月月２２２２８８８８日日日日～～～～３３３３００００日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語基礎Ｄ（小１～小３）

１０：３０～１２：００ 小学国語発展Ｄ（小５～小６）

１３：００～１５：００ 中学国語標準Ｃ（中１～中３）

１５：００～１７：００ 現代文読解Ｄ（高１～高３）

１７：００～１９：００ 古文読解Ｄ（高１～高３）



今年度夏期講習の各講座の受講料は、以下の通りです。

４．５時間講座（１．５時間×３日） ・・・９０００円

６時間講座（２時間×３日） ・・・１２０００円

寺子屋授業（１コマ９０分） ・・・４０００円

「受講方法のご案内」に記載の通り、４講座目以降は授業料を無料といたしま

す。異なる金額の講座を４講座以上受講される場合は、最安値となる組み合わせ

で受講料をお支払いください。

なお、講座により、別途教材費・書籍代が必要となります。教材費が必要とな

るのは以下に記載の講座です。各講座を受講される場合の教材費については、個

別にご案内さしあげます。教材はこちらでご用意し、初日にお渡しいたします。

小学国語標準、小学国語発展、中学国語標準、夏の精読教室

新規入塾の方は、入塾料５０００円が必要となります。

講習受講に際して必要な経費は、授業初日に直接お持ちいただくか、事前に

以下までお振り込みください。

みずほ銀行 荻窪支店 普通口座 ８０８９５２３ サカヅメ アキラ



２２２２００００１１１１７７７７年年年年２２２２学学学学期期期期のののの授授授授業業業業：：：：９９９９月月月月４４４４日日日日～～～～１１１１２２２２月月月月１１１１１１１１日日日日

● 各クラスの開講期間

月曜日のクラス ・・・ ９月４日～１２月１１日

火曜日のクラス ・・・ ９月５日～１２月１２日

木曜日のクラス ・・・ ９月７日～１２月１４日

金曜日のクラス ・・・ ９月８日～１２月１５日

土曜日のクラス ・・・ ９月９日～１２月１６日

冬冬冬冬期期期期講講講講習習習習のののの日日日日程程程程予予予予定定定定：：：：１１１１２２２２月月月月２２２２５５５５日日日日～～～～１１１１月月月月８８８８日日日日

講習を受講なさる方は、教室で配布の申し込み用紙に

必要事項をご記入の上ご提出になるか、電話・メールで

お申し込みください。なお、寺子屋教室の授業については、

日時と学習内容を個別に調整いたしますので、ご相談く

ださい。

電話番号（宮前教室） ０３－６４５４－２４８５

電話番号（駅前教室） ０３－６９１３－７５９５

FAX番号 ０３－６４５４－２４８５

メールアドレス philo@kokugokyousitsu.com

ご不明な点やご相談があれば、お気軽にご連絡くださ



東京都杉並区宮前5-20-15

TEL & FAX： 03-6454-2485

東京都杉並区西荻北３－１７－３

シーマビル４F

TEL : 03-6913-7595

e-mail: philo@kokugokyousitsu.com

URL: http://philo-kokugo.com


