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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、８月１日～８月３１日に夏期

講習を開講いたします。

今年度の講習からは、宮前教室での講座に加えて昨年９

月に開校した西荻駅前教室でも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がそれぞれ、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。

国語教室の授業とともに、全教科対応の寺子屋教室の授

業も連日開講いたします。また、保護者の方にもお楽しみ

いただけるように、無料一般公開講座もご用意しておりま

す。この夏、フィロソフィアの講習を効果的に活用し、有

意義な時間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、無料

特別講座の３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 ★

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。国語教室の講座は、坂爪または山田が担当いたします。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。

今年度夏期講習では、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～～～～CCCC、、、、①①①①～～～～⑤⑤⑤⑤））））、、、、精精精精読読読読・・・・作作作作文文文文入入入入門門門門、、、、

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～～～～CCCC、、、、①①①①～～～～④④④④））））、、、、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～～～～CCCC、、、、①①①①～～～～③③③③））））、、、、夏夏夏夏のののの作作作作文文文文教教教教室室室室（（（（①①①①～～～～③③③③））））、、、、

夏夏夏夏のののの文文文文法法法法教教教教室室室室、、、、中中中中学学学学受受受受験験験験国国国国語語語語特特特特訓訓訓訓、、、、詩詩詩詩とととと言言言言葉葉葉葉、、、、写写写写生生生生作作作作文文文文教教教教室室室室、、、、

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（（（（①①①①～～～～②②②②））））、、、、中中中中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～～～～CCCC、、、、SSSS、、、、④④④④⑤⑤⑤⑤））））、、、、夏夏夏夏のののの文文文文法法法法教教教教室室室室、、、、

小小小小論論論論文文文文入入入入門門門門（（（（①①①①～～～～②②②②））））、、、、詩詩詩詩とととと言言言言葉葉葉葉、、、、写写写写生生生生作作作作文文文文教教教教室室室室、、、、特特特特別別別別講講講講座座座座、、、、

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

夏夏夏夏のののの精精精精読読読読教教教教室室室室SSSS、、、、現現現現代代代代文文文文読読読読解解解解（（（（AAAA～～～～CCCC））））、、、、現現現現代代代代文文文文特特特特訓訓訓訓、、、、

セセセセンンンンタタタターーーー現現現現代代代代文文文文特特特特訓訓訓訓（（（（AAAA～～～～BBBB））））、、、、難難難難関関関関大大大大記記記記述述述述特特特特訓訓訓訓、、、、

古古古古文文文文読読読読解解解解（（（（AAAA～～～～BBBB））））、、、、漢漢漢漢文文文文読読読読解解解解（（（（AAAA～～～～BBBB））））、、、、小小小小論論論論文文文文・・・・記記記記述述述述特特特特訓訓訓訓、、、、

詩詩詩詩とととと言言言言葉葉葉葉、、、、写写写写生生生生作作作作文文文文教教教教室室室室、、、、特特特特別別別別講講講講座座座座、、、、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, 8月1日~3日9:00~10:30 B, 8月8日~10日9:00~10:30

C, 8月21日~23日9:00~10:30

※ AとBとC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

解と表現の基礎力養成に取り組みます。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、問題の考え方

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, 8月1日~3日10:30~12:00 B, 8月8日~10日10:30~12:00

C, 8月21日~23日10:30~12:00

※ AとBとC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、入試で効果的な

解き方を学んでいただきます。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1日~3日 13:00~15:00 B, 8月11日~13日17:00~19:00

C, 8月21日~23日13:00~15:00 D, 8月29日~31日10:00~12:00

※ AとBとCとDでは別の問題を用います。

小学国語基礎

小学国語標準

小学国語発展

対象：小１～小３

講師：坂爪

教室：宮前

対象：小４～小６

講師：坂爪

教室：宮前

対象：小５～小６

講師：坂爪

教室：宮前



小学校高学年生から中学生までを対象に、『田中正造』

（講談社火の鳥文庫）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。古人の生きざまに心を震わせ、歴史への関

心を伸ばしてくれることを願っています。（要書籍購入）

★ 授業日時： 8月8日~10日 13:00~15:00

小学校高学年生から中学生までを対象に、『日本のもと

憲法』（講談社）を読みながら記述問題・小論文課題に取り

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。今ある社会の仕組みや制度を深く理解し、知

的好奇心を広げてくれることを願っています。（要書籍購入）

★ 授業日時： 8月15日~17日 13:00~15:00

小学校高学年生から中学生までを対象に、『二宮金次郎』

（ポプラ社ポケット文庫）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。古人の生きざまに心を震わせ、歴史へ

の関心を伸ばしてくれることを願っています。（要書籍購入）

★ 授業日時： 8月29日~31日 13:00~15:00

夏の精読教室Ａ

夏の精読教室Ｂ

夏の精読教室Ｃ

対象：小５～中２

講師：坂爪

教室：宮前

対象：小６～中３

講師：坂爪

教室：宮前

対象：小５～中２

講師：坂爪

教室：宮前



品詞、活用、自立語・・・小中学生の大半が苦手とする文

法事項を効率よく学んでいきます。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。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15日~17日 15:00~17:00

難易度の高い文章を題材に、正確な読解方法と論理的な解

法とを解説します。都立高・私立高それぞれの標準的な入

試問題を教材に用いる予定ですが、実際の内容は受講者の

志望校と学習状況に合わせて調整します。この夏、数多く

の問題に挑戦し、受験への自信を固めるのはもちろん、高

度な思考力を養ってください。

★ 授業日時： A, 8月1日~3日15:00~17:00 B, 8月8日~10日15:00~17:00

C, 8月21日~23日15:00~17:00 D, 8月29日~31日15:00~17:00

※ AとBとCとDでは別の問題を用います。

意欲的な中学生と高校生を対象に、小熊英二『日本という

国』（イースト・プレス）を読み進め、記述問題や小論文

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

む力を養いつつ、自分なりの問いを打ち立てて説得力ある

議論を展開するための練習をします。現代日本が抱える大

きな問題への知見を深め、大学での学びへとつながるよう

な知的関心を高めてください。（要書籍購入）

★ 授業日時： 8月11日~13日 15:00~17:00

夏の文法教室

中学国語発展

夏の精読教室Ｓ

対象：小６～中３

講師：坂爪

教室：宮前

対象：中２～中３

講師：坂爪

教室：宮前

対象：中３～高２

講師：坂爪

教室：宮前



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。

★ 授業日時：A, 8月1日~3日17:30~19:30（駅前教室) B, 8月15日~17日

19:30~21:30（駅前教室）C, 8月29日~31日 19:30~21:30（駅前教室）

※ ＡとＢとCでは別の教材を用います。

毎年５０万人以上が受験するセンター試験の問題は、大学

入試のレベルを知るためのわかりやすい目安であると言え

ます。評論・小説それぞれの問題について、文章の論理的

な読み方とセンター試験特有の解き方とを解説します。課

題文と選択肢とを精密に分析して読み解く技術を体得して

ください。

★ 授業日時：A, 8月8日~10日17:00~19:00（宮前教室）

B, 8月21日~23日19:30~21:30（駅前教室）

※ AとBでは別の問題を用います。

東大、京大などの難関国立大学を受験する生徒を対象に、

現代文の記述答案を作る練習をします。国立大学入試の記

述問題で高得点をとるために必要な、評価される答案の書

き方を解説します。細かな添削を通じて、論理的な読解を

論理的な記述へと応用させる方法を体得してください。

★ 授業日時：A, 8月11日~13日10:00~12:00

B, 8月15日~17日10:00~12:00

※ AとBでは別の問題を用います。

現代文読解

センター現代文特訓

難関大記述特訓

対象：高１～高３

講師：坂爪

教室：駅前

対象：高２～高３

講師：坂爪

教室：宮前・駅前

対象：高２～高３

講師：坂爪

教室：宮前



古典文法の基礎を一通り身につけ、中級から上級を目指す

方を対象とします。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。丁寧な解説を行いながら、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。

★ 授業日時： A, ８月1日~3日 19:30~21:30（駅前教室） B, 8月11日~13日

13:00~15:00（宮前教室） C, 8月21日~23日 17:30~19:30（駅前教室）

※ AとBとCでは別の教材を用います。

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次々と読んでいきます。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15日~17日 17:30~19:30（駅前教室）

B, 8月29日~31日 17:30~19:30（駅前教室）

※ AとBでは別の教材を用います。

現在私たちが使っている日本語の書き言葉が普及しはじ

めたのは、明治３０年代のことでした。ちょうどそのころ、

学校教育の場にも「国語科」という枠組みが登場します。

今日の私たちが自然なものとして接している「国語」と

「国語教育」が、どのように成立し、何が可能となり何が

失われたのかを探ります。意欲的な塾生はもちろん、保護

者・一般の方の参加も広く歓迎します。参加費は無料です。

★ 授業日時： ８月7日 10:30~12:30（駅前教室）

古文読解

漢文読解

特別講座:「国語」の成立

対象：高２～高３

講師：坂爪

教室：駅前・宮前

対象：高２～高３

講師：坂爪

教室：駅前

対象：中３～一般

講師：坂爪

教室：駅前



４人まで限定の少人数個別対応型授業です。講師

がひとりひとりの学習進度をチェックしながら授業

を進めるため、どんなお子さんでも自分のペースで

学ぶことができます。読み書きの力をバランスよく、

楽しく身につけましょう。

★授業日時:①8月1日~3日13:00~14:00 ②8月4日~6日9:30~10:30 ③8月15日~1

7日9:30~10:30 ④8月22日~24日13:00~14:00 ⑤8月25日~8月27日9:30~10:30

授業前半では、童話作品を参加者全員でじっくり

読み進めながら、内容を確認するための問題や感想

文の作成に取り組みます。授業後半では、さまざま

なテーマに沿った作文課題にチャレンジします。

★ 授業日時： ８月8日~10日 15:00~16:30

説明文・物語文の読解問題に取り組みます。文章の

意味を取って正確に読み込む読解方法を学びつつ、

記述問題・作文の練習をします。読解力・表現力を養い、

国語の試験問題を得意にしましょう。（※教材費が必要

です。）

★授業日時: ①8月4日~6日10:30~12:00 ②8月15日~17日10:30~12:00

③8月22日~24日16:00~17:30 ④8月25日~27日10:30~12:00

小学国語基礎

精読・作文入門

小学国語標準

対象：小１～小４

講師：山田

教室：駅前

対象：小２～小４

講師：山田

教室：駅前

対象：小４～小６

講師：山田

教室：駅前



わかりやすく、伝わりやすい文章の表現方法を学びつ

つ、様々なテーマの作文課題に取り組みます。自分の

考えを文章で表現する練習をしながら、分析的・論理

的な思考力を身につけてください。

★ 授業日時： ① ８月8日~10日 13:00~15:00 ③ 8月22日~24日 14:00~16:00

物語文の作成技術を学び、自分の作品を本として仕

上げます。１日目は物語づくりに役立つワークを行いま

す。２日目は実際に物語を書いてみます。３日目は、推

敲・清書・製本を通じて世界にひとつだけの本を完成さ

せます。めざせ文豪！

★ 授業日時： ８月１８日~２２日 10:00~12:00

マーク・トウェインの名作『トムソーヤの冒険』をじっくり

と読み進めながら、要約や記述問題に取り組みます。

登場人物の気持ちを想像し、景色を思い浮かべながら

内容理解を深め、読書感想文も作成します。（※書籍

代が必要です。）

★授業日時： ①8月1日~3日14:00~16:00 ②8月8日~10日10:00~12:00

③8月18日~20日13:00~15:00

夏の作文教室①③

夏の作文教室②

夏の精読教室①②③

対象：小４～小６

講師：山田

教室：駅前

対象：小４～小６

講師：山田

教室：駅前

対象：小４～小６

講師：山田

教室：駅前



中学受験の過去問題を用いて、長文読解の練習に取

り組みます。抜き出しや正誤問題の解法を学ぶとともに、

作文や知識問題にも対応できる力を養います。受講の

際は事前に受験予定校をお知らせください。

★ 授業日時： ① ８月15日~17日 13:00~15:00 ② 8月25日~27日 13:00~15:00

論理的な文章の読解力、記述問題に対応できる表

現力を養います。文構造に注目しながら、分析的に

文章を読み込む読解法を学びつつ、要約や小論文な

どの作文課題にも取り組みます。（※教材費が必要

です。)

★ 授業日時： ① ８月4日~6日 13:00~15:00 ② 8月22日~24日 10:00~12:00

時事問題をテーマとした小論文講座。資料を読み、

分析し、考え、自分の意見を表現することを目的と

します。本や新聞、インターネットなど様々なメディ

アで語られる現代社会論を分析的に考察し、自分の

考えを文章にまとめる練習を行います。

★ 授業日時： ① ８月8日~10日 17:00~19:00 ② 8月18日~20日 15:00~17:00

中学受験国語特訓

中学国語標準

小論文入門

対象：小５～小６

講師：山田

教室：駅前

対象：中１～中３

講師：山田

教室：駅前

対象：中１～中３

講師：山田

教室：駅前



星新一の短編集『ボッコちゃん』を一話ずつじっ

くりと読み込み、その理解を確かめる記述問題に取

り組みます。短編小説の魅力を味わいつつ、行間か

ら読み取れる内容を自分の言葉へと構成し、読解力・

表現力を養います。（※教材費が必要です。）

★ 授業日時： ④８月1日~3日 10:00~12:00

⑤ 8月15日~17日 15:30~17:30

高校入試～センター試験レベルの現代文読解講座。

試験時間内に問題文を正確に理解するための読解方

法を学びながら、様々なタイプの設問に対応できる語

彙力・論理的思考力を身につけます。国語が苦手な高

校生にもおすすめです。

★ 授業日時： ８月25日~27日 15:00~17:00

大学入試の過去問を用いて、抽象的な文章の読解・

要約・小論文作成問題に取り組みます。受講者には夏

休み中、何度でも添削を行います。受講の際は事前に

受験予定校をお知らせください。

★ 授業日時： ８月18日~20日 17:00~19:00

夏の精読教室④⑤

現代文特訓

小論文・記述特訓

対象：中１～中３

講師：山田

教室：駅前

対象：高１～高３

講師：山田

教室：駅前

対象：高１～高３

講師：山田

教室：駅前



名詩の読み込み、詩の創作、お気に入りの詩と自分

の詩を組み合わせたシナリオ作りを通じて、言葉の力

を楽しく学びます。言葉に感情をのせて、おなかから声

を出す練習した上で、発表会を行います。

★ 授業日時： ８月4日~6日 15:30~17:30

ノートとペンを持って駅前教室～善福寺公園を散歩し

ながら、文章による写生（情景描写）を中心とした作文

課題に取り組みます。日常風景をじっくりと観察する分

析眼、見たもの・感じたことを言葉に置き換える表現力

を養いましょう。受講料は無料です。

★ 授業日時： ８月28日 9:00~12:00

詩と言葉

写生作文教室

対象：全学年

講師：山田

教室：駅前

対象：全学年

講師：山田

教室：駅前



全教科・全学年対応、講師１人対生徒２人までの個別対

応授業です。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。夏休みに克服したい課題について、

お気軽にご相談ください。

授業は宮前教室、駅前教室それぞれで開講し、受講時間

は以下の日時の中から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。

寺子屋教室の授業は、東大・一橋大に通う現役大学生が

担当します。

【宮前教室 寺子屋開講日時】

８月１日～３日、８日～１３日、１５日～１７日、

２１日～２３日、２９日～３１日

９：００～１０：３０

１０：３０～１２：００

１９：００～２０：３０

【駅前教室 寺子屋開講日時】

８月１日～６日、８日～１０日、１５日～２１日、

２２日～２７日

１０：３０～１２：００

１３：００～１４：３０

１７：００～１８：３０

１８：３０～２０：００

寺子屋教室



★★★★ 主主主主にににに宮宮宮宮前前前前教教教教室室室室でででで、、、、一一一一部部部部講講講講座座座座はははは駅駅駅駅前前前前教教教教室室室室でででで開開開開講講講講ししししまままますすすす。。。。

８８８８月月月月１１１１日日日日～～～～３３３３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 小学国語発展Ａ（小５～小６）

１５：００～１７：００ 中学国語発展Ａ（中２～中３）

１７：３０～１９：３０ 現代文読解Ａ（高１～高３・駅前教室）

１９：３０～２１：３０ 古文読解Ａ（高２～高３・駅前教室）

８８８８月月月月７７７７日日日日 １０：３０～１２：３０ 特別講座（一般公開、駅前教室）

８８８８月月月月８８８８日日日日～～～～１１１１００００日日日日

９：００～１０：３０ 小学国語基礎Ｂ（小１～小３）

１０：３０～１２：００ 小学国語標準Ｂ（小４～小６）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室Ａ（小５～中２）

１５：００～１７：００ 中学国語発展Ｂ（中２～中３）

１７：００～１９：００ センター現代文特訓Ａ（高２～高３）

８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日～～～～１１１１３３３３日日日日

１０：００～１２：００ 難関大記述特訓Ａ（高２～高３）

１３：００～１５：００ 古文読解Ｂ（高２～高３）

１５：００～１７：００ 夏の精読教室S（中３～高２）

１７：００～１９：００ 小学国語発展Ｂ（小５～小６）



８８８８月月月月１１１１５５５５日日日日～～～～１１１１７７７７日日日日

１０：００～１２：００ 難関大記述特訓Ｂ（高２～高３）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室B（小６～中３）

１５：００～１７：００ 夏の文法教室（小６～中３）

１７：３０～１９：３０ 漢文読解Ａ（高２～高３・駅前教室）

１９：３０～２１：３０ 現代文読解Ｂ（高１～高３・駅前教室）

８８８８月月月月２２２２１１１１日日日日～～～～２２２２３３３３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Ｃ（小４～小６）

１３：００～１５：００ 小学国語発展Ｃ（小５～小６）

１５：００～１７：００ 中学国語発展Ｃ（中２～中３）

１７：３０～１９：３０ 古文読解Ｃ（高２～高３・駅前教室）

１９：３０～２１：３０ センター現代文特訓Ｂ（高２～高３・駅前教室）

８８８８月月月月２２２２９９９９日日日日～～～～３３３３１１１１日日日日

１０：００～１２：００ 小学生発展Ｄ（小５～小６）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室C（小５～中２）

１５：００～１７：００ 中学国語発展Ｄ（中２～中３）

１７：３０～１９：３０ 漢文読解Ｂ（高２～高３・駅前教室）

１９：３０～２１：３０ 現代文読解Ｃ（高１～高３・駅前教室）



★★★★ すすすすべべべべてててて駅駅駅駅前前前前教教教教室室室室でででで開開開開講講講講ししししまままますすすす。。。。

８月１日～３日

１０：００～１２：００ 夏の精読教室④（中１～中３）

１３：００～１４：００ 小学国語基礎①（小１～小４）

１４：００～１６：００ 夏の精読教室①（小４～小６）

８月４日～６日

９：３０～１０：３０ 小学国語基礎②（小１～小４）

１０：３０～１２：００ 小学国語標準①（小４～小６）

１３：００～１５：００ 中学国語標準①（中１～中３）

１５：３０～１７：３０ 詩と言葉 （全学年）

８月８日～８月１０日

１０：００～１２：００ 夏の精読教室②（小４～小６）

１３：００～１５：００ 夏の作文教室①（小４～小６）

１５：００～１６：３０ 精読・作文入門（小２～小４）

１７：００～１９：００ 小論文入門①（中１～中３）

８月１５日～１７日

９：３０～１０：３０ 小学国語基礎③（小１～小４）

１０：３０～１２：００ 小学国語標準②（小４～小６）

１３：００～１５：００ 中学受験国語特訓①（小５～小６）

１５：３０～１７：３０ 夏の精読教室⑤（中１～中３）



８月１８日～２０日

１０：００～１２：００ 夏の作文教室②（小４～小６）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室③（小４～小６）

１５：００～１７：００ 小論文入門（中１～中３）

１７：００～１９：００ 小論文・記述特訓（高１～高３）

８月２２日～２４日

１０：００～１２：００ 中学国語標準②（中１～中３）

１３：００～１４：００ 小学国語基礎④（小１～小４）

１４：００～１６：００ 夏の作文教室③（小４～小６）

１６：００～１７：３０ 小学国語標準③（小４～小６）

８月２５日～２７日

９：３０～１０：３０ 小学国語基礎⑤（小１～小４）

１０：３０～１２：００ 小学国語標準④（小４～小６）

１３：００～１５：００ 中学受験国語特訓②（小５～小６）

１５：００～１7：００ 現代文特訓（高１～高３）

８月２８日

９：００～１２：００ 写生作文教室（全学年・課外授業）



今年度夏期講習の各講座の受講料は、以下の通りです。（※特別講座と写生

作文教室は無料でご参加いただけます。）

３時間講座（１時間×３日） ・・・７５００円

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



２２２２００００１１１１５５５５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５５５５日日日日～～～～１１１１２２２２月月月月１１１１７７７７日日日日

● 各クラスの開講期間

月曜日のクラス ・・・ ９月５日～１２月１２日

火曜日のクラス ・・・ ９月６日～１２月１３日

水曜日のクラス ・・・ ９月７日～１２月１４日

木曜日のクラス ・・・ ９月８日～１２月１５日

金曜日のクラス ・・・ ９月９日～１２月１６日

土曜日のクラス ・・・ ９月１０日～１２月１７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６６６６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


