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講座案内

フィロソフィア国語教室・寺子屋教室
⻄荻駅前教室



受講方法のご案内

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

西荻駅前教室では、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。

国語教室の講座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、講師の都合と調整してご案内いたします。

※ 宮前教室の授業日程は、別紙またはホームページをご参照ください。

※ 対象学年はあくまでも目安です。受講希望講座と対象学年が合わない場合でも個別に

ご相談ください。

小学校低学年生向けの講座

小学生基礎①～③、日本の民話を読もう①・②

小学校高学年生向けの講座

小学生標準①～③、物語作家になろう、

夏の精読教室①・④、偉人の生き方を学ぼう①・②

都立中高一貫校入試対策①・②、小学生発展①・②

中学生向けの講座

中学生標準①・②、夏の精読教室②・③、

小論文基礎①・②、都立高入試対策①・②

高校生・大学受験生向けの講座

センター現代文、入試現代文①・②、現代文論述

夏の精読教室⑤

学年不問の講座

いわさきちひろの世界（課外授業・受講無料）

寺子屋教室（受講科目・受講日程応相談）



オリジナルの学習プリントを用いて、
読解と作文の練習にバランスよく取り
くみます。４人のまでの個別対応型授
業で、自分のペースで学ぶことができ
るため、国語がとくに苦手なお子様に
もお勧めです。

①８月１日～３日9:00～10:30

②８月１７日～１９日9:00～10:30

③８月２８日～３０日9:00～10:30

※ ①、②、③でそれぞれ別の課題に取り組みます。

読解問題のテキスト演習を通じて、読
解力・表現力をバランスよく身につけ
ます。文章の読み方や、設問への答え
方を学ぶだけでなく、要約や意見文な
どの作文課題にも取り組みます。（※
別途教材費が必要です。）

①８月１日～３日１０：３０～１２:００

②８月１７日～１９日１０：３０～１２：００

③８月２８日～３０日１０:３０～１２：００

※ ①、②、③でそれぞれ別の課題に取り組みます。

星新一の短編集『きまぐれロボット』
を、一行ずつ意味を考えながらじっく
りと読み込み、記述問題や感想文の作
成にも取り組みます。不思議な世界観
を味わいながら、読解力と文章表現力
を同時に養いましょう！（※別途書籍
代が必要です。）

①8月1日～3日13:00～15:00

④8月21日～23日10:00～12:00

※ ①と④でそれぞれ別の物語を扱います。

小学生基礎
（小１～４年生向け）

小学生標準
（小４～６年生向け）

夏の精読教室①④
（小４～６年生向け）

「むかしむかしあるところに・・・」
から始まる、全国各地に伝わるさまざ
まな民話には、不思議なお話・おもし
ろいお話がたくさんあります。精読や
聞き取り、映像資料を通じて物語を深
く味わうとともに、読解や作文の課題
にも取り組みます。

①8月8日～10日13:00～14:30

②8月21日～23日13:00～14:30

※ ①と②でそれぞれ別の課題に取り組みます。

３日間かけて２０００字程度の物語文
を書き上げ、オリジナルブックを作成
します。１日目は書き方講座と草稿作
成、２日目に清書を書き上げ、３日目
に推敲・製本を経て本の完成！自分だ
けの物語世界を形にしましょう。

８月４日・５日・７日 １０：００～１２:００

教科書やテレビで見て知っているあの
人は、いったいどんな人だったのだろ
う？さまざまな偉人たちの人生をたど
りながら、伝記や資料から読み取った
内容を文章でまとめる表現力を養いま
す。公立中受験者など、作文の力をつ
けたい人にもお勧めです。

①８月８日～１０日１５：００～１７:００

②８月２４日～２６日１３：００～１５：００

※ ①と②でそれぞれ別の内容を扱います。

日本の民話を読もう
（小２～４年生向け）

物語作家になろう
（小３～６年生向け）

偉人の生き方を学ぼう
（小４～６年生向け）



都立中高一貫校入試の適性検査（国語
分野）対策を行います。過去問題・類
似問題を用いて随筆や評論文の読解方
法、記述問題の解答作成方法を学ぶと
ともに、３００～５００字程度の意見
文作成に取り組みます。講習期間中は
何度でも添削を受け付けます。

①８月４日・５日・７日 １５：００～１７:００

②８月２１日～２４日 １５：００～１７：００

※ ①と②でそれぞれ別の課題に取り組みます。

評論文の標準的な読解問題に取り組み
ます。文章を丁寧に読み込む読解方法
を学びながら、選択問題・記述問題の
解答作成方法を学びます。要約や意見
文などの作文課題にも取り組みます

（※別途教材費が必要です。）

①８月４日・５日・７日 １３：００～１５:００

②８月２４日～２６日 １７：００～１９：００

※ ①と②でそれぞれ別の課題に取り組みます。

都立高校入試の過去問題を用いて、評
論・物語・古文の対策にバランスよく
取り組みます。分析的な読解方法とと
もに、出題傾向に沿って効率よく正答
に至るためのプロセスを学びましょう。
現代文が苦手な高校生にもお勧めです。

①８月８日～１０日 １７：００～１９:００

②８月２１日～２３日 １７：００～１９：００

都立中高一貫校入試対策
（小５～６年生向け）

中学生標準
（中１～３年生向け）

都立高入試対策
（中２～高１年生向け）

私立中学入試標準レベルの読解問題に
取り組みます。本文の内容を時間内で
正確に捉えるための読解方法と、さま
ざまなタイプの設問で正答に至るため
の思考方法を学び、国語の試験を得意
にしましょう。

（※別途教材費が必要です。）

①８月17日～１９日 １３：００～１５:００

②８月２４日～２６日 １５：００～１７：００

※ ①と②でそれぞれ別の課題に取り組みます。

中国清代の短編小説集『聊斎志異』を、
一行ずつ意味を考えながらじっくりと
読み込みます。ユーモアに溢れた中国
文学の世界に親しむとともに、記述式
課題の解答作成、意見文作成を通じて
表現力を養いましょう。

（※別途書籍代が必要です。）

②８月８日～１０日 １０：００～１２:００

③８月１７日～１９日 １５：００～１７：００

※ ②と③でそれぞれ別の物語を扱います。

さまざまなタイプの小論文課題に取り
組み、論の組み立て方や問いのたて方
を基礎から学びます。論理的な文章の
書き方を学びたい方にも、受験小論文
の対策を始めたい方にもお勧めです。
志望校の過去問など個別の課題にも対
応します。

①８月１日～３日 １５：００～１７:００

②８月２８日～３０日 １３：００～１５：００

※ ①と②でそれぞれ別の内容を扱います。

小学生発展
（小５～６年生向け）

夏の精読教室②③
（小６～３年生向け）

小論文基礎
（中２～高２年生向け）



センター試験の過去問題を用いて、標
準レベルの評論・小説の読解方法を学
びます。センター試験特有の選択式問
題の出題傾向を理解し、さまざまなタ
イプの問題で正答を選別するための思
考方法を学びます。

８月１日～３日 １７：００～１９：００

大学入試の過去問題とオリジナル課題
を用いて、記述式問題の解答作成に取
り組みます。現代文の構造を把握し、
要旨を掴めるようになるには、自分の
言葉で本文内容を言い換える訓練が最
も効果的です。文章を緻密に読み込み、
自在に表現する力を身につけてくださ
い。

８月１７日～１９日 １７：００～１９：００

上井草の「ちひろ美術館・東京」へ赴
き、美術鑑賞をしながら画家いわさき
ちひろの生涯を学びます。鑑賞後は、
お気に入り作品の解説文作成にも取り
組みます。どなたでも参加費無料でご
参加いただけます。

（※交通費・美術館入館料は自費負担
となります。）

８月１１日 １３：００～１６：００

センター現代文対策
（高２～大学受験生向け）

現代文論述
（高１～大学受験生向け）

いわさきちひろの世界
（課外授業・学年不問）

標準～やや難レベルの大学受験過去問
題を用いて、文章を構造的に理解する
ための読解方法、頻出問題の正答を導
くための思考プロセスを学びます。抽
象的な語彙の意味や、現代文特有の言
い回しへの知識を深めるためのワーク
も行います。

①８月４日・５日・７日 １７：００～１９:００

②８月２４日～２６日 １０：００～１２：００

※ ①と②でそれぞれ別の課題に取り組みます。

夏目漱石の名作『こころ』の精読に取
り組みます。課題文を既に読み終えて
いることを前提として授業を進めるの
で、授業当日までに読み終えてきてく
ださい。分析的な読解方法により、文
章をより深く味わい、理解する楽しみ
を知ってください。

８月２８日～３０日 １５：００～１７：００

全教科・全学年対応。生徒２人までの
個別対応型授業です。授業日時はご都
合に合わせて調整します。詳しくは次
ページをご参照ください。

８月１日～１０日 ８月１７日～３１日

（※日曜日はお休みです）

①１０：３０～１２：００ ②１３：００～１４：３０

③１７：００～１８：３０ ②１８：３０～２０：００

入試現代文
（高２～大学受験年生向け）

夏の精読教室⑤
（中３～高３生向け）

寺子屋教室
（学年不問）



寺子屋教室について

全学年対応、講師１人対生徒２人までの個別対応授業。

事前に受講科目・学習目標をお伺いしてから、個別に授業計画

をたてて授業内容・家庭学習の課題を決定します。

学校のテスト対策、１学期の復習、過去問題を用いた受験対策etc.

個別の課題にも柔軟に対応します。

夏休みに克服したい学習課題について、お気軽にご相談ください。

受講日時は、以下の日程の中でご都合に合わせて調整をいたします。

開講日時

８月１日～１０日、８月１７日～３１日

※ 日曜日はお休みです。

①１０：３０～１２：００ ②１３：００～１４：３０

③１７：００～１８：３０ ④１８：３０～２０：００

受講料（１コマ９０分あたり）

講師１人、生徒２人までの場合 ４０００円

講師１人、生徒１人の完全個別授業 ６０００円

※寺子屋教室の受講は、４講座目以降無料の対象外となります。ご了承ください。

自習スペースの活用について

駅前教室には狭いながらも自習スペースがございます。

午前中に国語の講座を受講して、夕方の寺子屋教室までの空き時間に

午前の授業の復習と夏休みの宿題を進めたり、

授業のない日でも、涼しい午前中に教室へ来て学習の習慣づけをしたり、

さまざまな活用方法が可能です。

国語教室・寺子屋教室・自習スペースの３つを上手に使いわけて、

夏の学習にお役立てください。



日程別講座一覧

８月１日・２日・３日

９：００～１０：３０ 小学生基礎①（小１～小４）

１０：３０～１２：００ 小学生標準①（小４～小６）

１３：００～１５：００ 夏の精読教室①（小４～小６）

１５：００～１７：００ 小論文基礎①（中２～高２）

１７：００～１９：００ センター現代文対策（高２～高３）

８月４日・５日・７日

１０：００～１２：００ 物語作家になろう（小３～小６）

１３：００～１５：００ 中学生標準①（中１～ 中３）

１５：００～１７：００ 都立中高一貫校入試対策①（小５～小６）

１７：００～１９：００ 入試現代文①（高２～高３）

８月８日・９日・１０日

１０：００～１２：００ 夏の精読教室②（小６～中３）

１３：００～１４：３０ 日本の民話を読もう①（小２～小４）

１５：００～１７：００ 偉人の生き方を学ぼう①（小４～小６）

１７：００～１９：００ 都立高入試対策①（中２～高１）

８月１１日

１３：００～１６：００ いわさきちひろの世界（課外授業・学年不問）



８月１７日・１８日・１９日

９：００～１０：３０ 小学生基礎②（小１～小４）

１０：３０～１２：００ 小学生標準②（小４～小６）

１３：００～１５：００ 小学生発展①（小５～小６）

１５：００～１７：００ 夏の精読教室③（小６～中３）

１７：００～１９：００ 現代文論述（高１～高３）

８月２１日・２２日・２３日

１０：００～１２：００ 夏の精読教室④（小４～小６）

１３：００～１４：３０ 日本の民話を読もう②（小２～小４）

１５：００～１７：００ 都立中高一貫校入試対策②（小５～小６）

１７：００～１９：００ 都立高入試対策②（中２～高１）

８月２４・２５日・２６日

１０：００～１２：００ 入試現代文②（高２～高３）

１３：００～１５：００ 偉人の生き方を学ぼう②（小４～小６）

１５：００～１７：００ 小学生発展②（小５～小６）

１７：００～１９：００ 中学生標準②（中１～中３）

８月２８・２９日・３０日

９：００～１０：３０ 小学生基礎③（小１～小４）

１０：３０～１２：００ 小学生標準③（小４～小６）

１３：００～１５：００ 小論文基礎②（中２～高２）

１５：００～１７：００ 夏の精読教室⑤（中３～高３）



受講料のご案内

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

※８月１１日の課外学習受講料は無料です。

※新規入塾の方は、受講料の他に入塾料５０００円が必要となります。

「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。

（宮前教室の講座とも組み合わせて受講いただけます。）

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。

小学生標準、小学生発展、中学生標準、夏の精読教室①～④

講習受講に際して必要な経費は、封筒にお名前・講座名・金額を記載して

初回授業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



２学期の授業について

２０１７年２学期の授業予定：９月１１日～１２月１６日

各クラスの開講期間

月曜日のクラス ・・・ ９月１１日～１２月１１日

火曜日のクラス ・・・ ９月１２日～１２月１２日

水曜日のクラス ・・・ ９月１３日～１２月１３日

木曜日のクラス ・・・ ９月１４日～１２月１４日

金曜日のクラス ・・・ ９月１５日～１２月１５日

土曜日のクラス ・・・ ９月１６日～１２月１６日

冬期講習の日程予定：１２月２３日～１月８日

お申込み方法について

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

にてお申し込みください。

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（駅前教室）０３－６９１３－７５９５

電話番号（宮前教室）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い。



フィロソフィア国語・寺子屋教室

【宮前教室】
東京都杉並区宮前5-20-15
TEL & FAX： 03-6454-2485

【西荻駅前教室】
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


