
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲荷 誠 著 

2015 年夏発刊 

教学社(赤本の出版社) 

定価 2,700 円(税込) 

 

高校数学を深く学びたい 

人のための参考書。 

稲荷塾の数ⅠA、数ⅡB 

数Ⅲの授業を再現する 

形式でまとめた。 

 

 

 

 

            

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

対     象    者 月 日 曜 開始および終了時間 場　　　所 備　考

新小３～６生(*1) 1 28 日 10時00分～11時30分

新中１～3生、新高1～3生(*2) 1 28 日 14時30分～16時00分

新中１～3生、新高1～3生(*2) 2 11 日 10時00分～11時30分

新小３～６生(*1) 2 11 日 14時30分～16時00分

新小３～６生(*1) 2 25 日 10時00分～11時30分

新中１～3生、新高1～3生(*2) 2 25 日 14時30分～16時00分

新中１～3生、新高1～3生(*2) 3 18 日 10時00分～11時30分

*1・小学生部は、保護者様のみでご出席ください。

*2・一部、「Ａ会話(稲荷塾英会話ｸﾗｽ)」の説明があります(中学生～高校生対象)。短大・大学・専門学校学生、社会人の開講日へのA会話説明は、

　　別途個別でさせていただきますので、お気軽にご連絡、ご相談ください。

稲荷塾３階教室

長岡京市開田
3-4-33

・阪急長岡天神駅より徒歩3分

・JR長岡京駅より徒歩7分

地図裏面ご参照

左記日時、
ご都合のつかない

場合は、
ご相談ください。

個別に対応
させていただき

ます。

稲荷塾の考え方やシステム、２０１８年度のカリキュラムなどを説明させていただきます。 

「入塾説明会」開 催 

 

３月１９日(月)から新年度スタート 

日 時､ 

場 所 

お申込み 

受  付 

原則、メールでお願いいたします。 Inari-juku@ares.eonet.ne.jp 

 
携帯電話のﾄﾞﾒｲﾝ指定受信をご利用の場合は右上記ｱﾄﾞﾚｽをご指定ください(受信拒否設定のままだと、稲荷塾からのご連絡が届きません)。 

●電話   月～土の 15 時から授業開始まで ･･･ 075-201-6353  (10 時～15 時まで ･･･ 075-954-1239) 

●FAX     終日 ･････  075-201-6353         ※ただし、稲荷塾の春休み期間中(2/27(火)～3/18(日))は、基本的にメール対応のみ。 

 

※「稲荷塾」のホームページ(お問い合わせﾌｫｰﾑ)からなら、当塾アドレスを打ち込まず簡単にお申込みできます。 

  
稲荷塾 検 索 

お申込み時に、 
お教えいただきたい 
こと  < ７点 > 

①参加ご希望の説明会日時 ②入塾ご検討生徒様と保護者様のお名前(ﾌﾘｶﾞﾅも) ③生徒様性別  
④説明会ご参加人数 ⑤新年度学校名 ⑥新年度学年 ⑦～市～区までのご住所  

    ※【注意】小学生部は、保護者様のみでご出席ください。 

お申し込み後、1日以内に「正式受付」のご連絡をいたします。 

※直前のお申込み時は早急に対応させていただきます。  ※当塾からの返信が遅いと思われた時は、何らかの不都合が生じている可能性がありますので、 

お電話にてご確認ください。  *なお、1月 22日(月)から募集開始しており、各クラス定員になれば募集停止とさせていただきますので、その際はご容赦ください。 

。 

180112、180120 

計７回の 
説明会を準備
しました！ 

    

    

 
    

裏面には、2015～2017年度合格実績および 2018年度新規入塾生 
の対象となる受講クラスや時間割などを掲載。 

 

Ａ会話(稲荷塾英会話ｸﾗｽ)も 

３/１９(月)スタート！ 

･･･対象:新中 1～社会人 

「世界的で歴史的な貢献をする人材を育成しよう」を基本的な考え方として、東大、京大への受験を指導します。 

稲荷塾の強みは、問題の本質理解や発想法習得に時間を要する「数学」の計画的・効率的学習ノウハウ。 

 
「Ａ会話(英会話クラス)」は、英語そのものの上達の早道である「聞く、話す、読む、書く」をバランスよく学びます。 

「中学数学」「高校数学」の各クラ
スは通いやすい時間帯で週 1 回の通
塾なのでクラブとの両立が可能で
す。さらに授業欠席の場合の振替授
業は個別で行い、個々の事情に柔軟
に対応します。 

現行の公立校における算数と中学数学にかける期間は長すぎ、
高校数学にかける期間は短すぎます。これを適正にするため、中 1
終了時までに算数と中学数学を終え、中 2 から高校数学に入るこ
とを基本にします。 
    

3. 

4. 

1. 

稲荷塾オリジナルの“反転授業”で、従来の 2倍スピード学習が
可能になり、「数 IA」、「数ⅡB」、「数Ⅲ」の各々を半年＝半期で学び
ます(倍速クラス)。これにより、公立高校、私立高校にかかわらず

大学受験に必要な 1年以上の演習期間を確保することができます。 

2. 6. 

「数ⅡB」までの技術を身に付けて「演習/数ⅠA・ⅡB①」「演習
/数ⅠA・ⅡB②」を受講すれば、間違いなく伸びます。特に「演習
/数ⅠA・ⅡB②」では、東大、京大レベルの複雑で抽象的な問題の
本質を見抜き、解法を探る方法を伝えます（問題集の模範解答を
見ても、どのようにしたらその発想ができるようになるのかは分
かりづらく、この問題へのアプローチの仕方を訓練する授業は他
にないものだと自負しています）。 

 非常に柔軟なカリキュラムと補習体制(無料)が準備されており、
どこからの入塾でも最適の方法を見つけることができます。   

最も効果的で効率的なカリキュラムと進度管理 

熱意と経験を持った講師陣 

“反転授業”(*)で数 IA、数ⅡB、数Ⅲを 
半年で学ぶ倍速学習 

東大、京大レベルに対応した自信の演習クラス 

クラブとの両立が可能 

7. Ａ会話(稲荷塾英会話クラス)は楽しさの中で真の上達を実現 

英語を「話す」ことができるようになるには、英語や外国人に対し
ての心理的な壁を取り払う必要があります。稲荷塾では、特別な講師 
(Carmelia/裏面参照)がリラックスできる楽しい授業を提供し、その中で
生徒の個々の特性や弱点を見極めて、それぞれに適した教材やプログ
ラムを作成します。また、2018 年度は「Ａ会話」受講希望の新中１生
に対して、中学英語 3年分の基礎を約 3ヵ月でマスターさせ、「Ａ会話」

への橋渡しを担う「準備クラス」を新設します(裏面参照/講師:松谷)。 

大学受験につながる高校数学の各クラスは、指導実績のある塾長
(稲荷)と松谷(裏面:「講師のご紹介」参照)が直接担当します。 
    5. 途中入塾でも安心 

*反転授業･･･最近注目の授業形態。従来の「教室で新単元を学び、家庭で復習し演習という教室と家庭

での役割」を反転する授業。このスムーズな実行には、家庭自習用の良い教材が必要です

が、「稲荷の独習数学」は塾長・稲荷誠の授業を整理・再現しているので最適と考えます。

加えて、その授業では「説明のための板書時間」と「塾生がノートに写す時間」が省略さ

れ、非常に効率的です。 



 

 

 

 

 

 

  

2018年1月22日(月)より、募集開始。各クラス定員になり次第、募集停止とさせていただきます。

下表を基本としながらも、学年にかかわらず個々人の学習進度により最適クラスを選択。複数クラス選択可。←入塾決定後の保護者個別面談にてクラス決定。

指
導
法

開
講
日

曜
日

集団 3/23 金 19:30～21:30 25 新高3生(+卒) 17,000円 ・東大、京大（理系）レベル

集団 3/23 金 17:40～19:20 25 新高3生(+卒) 15,000円 ・東大、京大（理系）レベル

集団 3/22 木 19:10～21:10 25 新高2～3生(+卒) 17,000円
・阪大、神大（理系）および東
大、京大（文系）レベル

反転 3/28 水 19:10～21:10 25 新高2生 17,000円

反転 3/20 火 19:10～21:10 25 新高1～2生 17,000円

反転 3/19 月 19:10～21:10 37 新中3～高1生 17,000円

3/28 水 ① 19:10～21:10 15

3/22 木 ② 19:10～21:10 15

3/23 金 ③ 19:10～21:10 15

① 17:00～18:00 10

② 18:00～19:00 10

③ 17:00～18:00 10

④ 18:00～19:00 10

⑤ 17:00～18:00 10

⑥ 18:00～19:00 10

① 17:00～18:00 8

② 18:00～19:00 8

③ 17:00～18:00 8

④ 18:00～19:00 8

1)ﾏﾝﾂｰﾏﾝ
週1回　20,000円
週2回　36,000円

・通常ﾚｯｽﾝの他、宿題として1週間

読書(小説)」などあり。
・「振り替え」は、ｸﾗｽﾚﾍﾞﾙ等もあり
ますが、可能な範囲で極力対応

2)ｸﾞﾙｰﾌﾟと※)準備
週1回　12,000円
週2回　21,600円

いたします。
・ｸﾗｽﾚﾍﾞﾙの一定化とｸﾞﾙｰﾌﾟ相性
も重要です。

原則、新中1生
(小学生不可)

 ※算数、数学については、原則土曜日に質問受け、補習、振替を個別対応いたします(無料)。

 ※休み予定　　◆日祝日(ただし、9/24(月・祝)、12/24(月・祝)、2019/1/14(月・祝)、2/11(月・祝)は授業あり)　　◆夏休み･･･8/11(土・祝)～8/17(金)　

　  　　　　　　　 ◆秋休み･･･9/16(日)～9/20(木) 　◆冬休み･･･12/25(火)～2019/1/6(日)(ただし、大学受験生のみ12/27(木)～28(金)は授業あり) 　

　　  　　　　　　 ◆春休み･･･2019/3/3(日)～3/17(日)

3/28

3/28
15時と

16時

3/22

作文・小論文
講　　座

*第2水曜ｸﾗｽの開講日は、3/28(水)の

①15時と②16時としますが、2回目
以降は、通常の第2水曜の①17時と

②18時とします。

個別

第2
・水

小　学　生　部
(算数～中学数学)

個別

3/20

小学生　5,000円

時間割

第4
・水

水

木

新小3～6生

新小3～中3生

新中1～2生

火

3/28

・①～③のいずれか一つを選択。

・基本、中1で「中学数学」を仕上
げ、中2から「高校数学」に入れ
るように準備します。
・新中2生については、半期で中
学数学を仕上げ、下半期は「数
ⅠA」の半期コースに入ります。

中　学　数　学 個別

高
　
　
校
　
　
数
　
　
学

演習/数ⅠA・ⅡB②

演習/数Ⅲ

17,000円

授　　業　

基
本
定
員

演習/数ⅠA・ⅡB①

     倍速/数Ⅲ
・“反転授業”(表面下段参照)に
より、従来の2倍の進度で学習
進めます。
・左記は上半期(年度前半)の半
期コースで、ここで(1)「数IA」(2)
「数ⅡB」(3)「数Ⅲ」を受講した塾
生は、下半期(年度後半)にはそ
れぞれ(1)「数ⅡB」(2)「数Ⅲ（文
系の場合は「演習/数IA・数ⅡB
①」）」(3)「演習/数IA・数ⅡB①」
を受講することになります。

       倍速/数ⅡB

       倍速/数ⅠA

2018年4月時点

新規入塾生
の学年

(基　本)

月額換算
授業料
(税込)

　*お支払いは、
　　四半期換算

備　　　　　考

・月1回の通塾と通信添削。

・①～④のいずれか一つを選択。
・作文を通じて、すべての学習の基
礎となる「読解力」「思考力」「作文・

小論文力」の3つの力を育てます。
※詳しい内容は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確

認ください。

中学生　6,000円

・①～⑥のいずれか一つ、また
は二つを選択。
・「算数」から始めて、それが終
了次第、「中学数学」に入ります
(ｸﾗｽは、小学生部です)。

週1回   8,000円

 週2回　15,000円

　　　　　　　　　 ク　ラ　ス

*算数、数学･･･半期22回、年間44回授業
*作文・小論文講座･･･月1回通塾＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　添削指導

　　　　Ａ会話
　(稲荷塾の英会話クラス)

　2018年度は、

　　1)2つのﾏﾝﾂｰﾏﾝﾚｯｽﾝｸﾗｽ(①②)
　　2)13のｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝｸﾗｽ(③～⑮)
　　※)1つの準備ｸﾗｽ(新設⑯)

　　　を募集します(計16ｸﾗｽ)。

　

時　間　帯

<1)ﾏﾝﾂｰﾏﾝｸﾗｽ>
　①土15:00～15:50　②土16:00～16:50
<2)ｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝｸﾗｽ/定員4名>
　③月18:10～19:00　④月19:10～20:00
　⑤火18:10～19:00　⑥火19:10～20:00
　⑦火20:10～21:00　⑧水18:10～19:00
　⑨水19:10～20:00　⑩木18:10～19:00
　⑪木20:10～21:00　⑫金18:10～19:00
　⑬金20:10～21:00　⑭土18:10～19:00
　⑮土19:10～20:00

新中1生～
高校生

(ﾏﾝﾂｰﾏﾝは、学生、

社会人、主婦等も対

象)

「初級(英検3級ﾚﾍﾞ
ﾙ)」～「中級(英検2級

ﾚﾍﾞﾙ)」(ﾏﾝﾂｰﾏﾝは、
上級以上可)

<※準備ｸﾗｽ/英検3級未達ﾚﾍﾞﾙ/定員12名>
　⑯火19:10～21:10
　(2時間/原則四半期換算(約3か月)11回ｺｰｽ)

・「準備ｸﾗｽ」修了後は、通常の「Ａ会話」に進級します。進級
後の時間帯は、ﾚﾍﾞﾙやご希望などを考慮して決定します。教
材費は、約5,000円。

・受講後に最適ｸﾗｽ移動をお願いするなどして、調整させてい
ただく可能性もあり、その点をご了解いただき、あらかじめ第

2希望、第3希望のｸﾗｽも指定して申し込んでもらえるようにお
願いします。

半
期(

半
年)

コ
ー
ス

大学 学部 学科 氏名 出身校
京都大学 工 電気電子工学 大村 剛史 くん 西京
京都大学 理 稲荷　興心 くん 山城
大阪大学 医 医 小西 彩海 さん 洛南
大阪大学 基礎工学部 電子物理科学 松本 碧 さん 京都女子
東北大学 工 建築・社会環境工 高橋 佑香 さん 京都教育大付属

筑波大学 生命環境 生物 宮田 大輝 くん 四条畷
京都工芸繊維大学 工芸科学 造形科学領域 Ｓ.Ａ くん 洛北

大学 学部 学科 氏名 出身校
京都大学 農 森林科学 足立　旭 くん 洛北
東北大学 理 生物 Ｋ.I くん 山城
北海道大学 工 環境社会工学 佐橋　輝 くん 洛星
神戸大学 海事科学 Ａ.Ｙ さん 光華
大阪府立大学 工学域 電気電子学 Ｍ.Ｈ くん 洛南
京都工芸繊維大学 工芸科学 情報工学 河原林直樹 くん 花園
奈良女子大学 文 山本麻由子 さん 四天王寺

大阪大学 医 医 　林　亮佑 くん 灘

大阪大学 医 医 増見　吏咲 さん 洛南

京都府立医科大学 医 医 青木　直子 さん 帝塚山

京都府立医科大学 医 医 川西凛太郎 くん 洛星

浜松医科大学 医 医 白井　晴菜 さん 堀川

大阪大学 歯 近藤　敦子 さん 大教大天王寺

大阪大学 経　済 小田　隆浩 くん 桜塚

神戸大学 発達科学 人間環境 丸山　香海 さん 洛北

神戸大学 農 生命機能科学 西原　萌笑 さん 立命館

岡山大学 理 数　学 藤村　知弘 くん 東山

京都工芸繊維大学 工芸科学 情報工学 松永　大輝 くん 膳所

大阪市立大学 文 佐藤　璃奈 さん 堀川

2016年  合格実績(在籍者8人中)

2015年  合格実績(在籍者16人中)

2017年  合格実績(在籍者9人中)

2000 年稲荷塾を卒業し、洛星 

高校から現役で東大理Ⅰに進む。 

同工学部を卒業後、大学院では 

バーチャルリアリティを研究。 

その後、某通信教育会社で標準 

層から東大志望までの数学教材、 

英語教材の製作に携わる。 

教材製作をする中で、教育現場 

への思いが止められなくなり、個別 

指導塾勤務を経て、稲荷塾勤務に至る。 

「塾長の教えと塾生経験、そしてこれまでの社会経験も活

かして、さらに塾の発展に貢献したい」という思いを日々

の数学指導の中で愚直に実践中。 

また、英語も独学で TOEIC990(満点)を獲得した実績を

もち、今年度は、「A 会話」受講希望の新中１生(原則)に

対して、中学 3 年分の基礎を約 3 カ月でマスターさせる

「準備クラス」の授業を担当する。 

塾講師、予備校講師を経て 

1997 年に独立。「小さな数学塾 

のヒミツ」（エッセー）、「頭の 

いい子には中学受験をさせるな」 

（数学の学び方とカリキュラムに 

ついての考察）、「稲荷の独習数学」 

（高校数学参考書）の 3 冊の著書 

あり。 

ライフワークとして、効率的に 

数学を学ぶ方法（小学生の間に中学 

数学を学んでしまう「稲荷塾方式」 

のカリキュラム、反転授業により一般の 2 倍の進度を実

現させる方法等）を開拓することに情熱を燃やす。 

●入塾金 10,000円(税込)  ●年間諸費用 20,000円(税込/入塾時、毎年度はじめにお支払/設備光熱費、ﾌﾟﾘﾝﾄ教材費等)  

       ※ ただし、「Ａ会話(稲荷塾の英会話クラス)」は、年間諸費用無料。 
 

３月１９日(月)より開講 2018年度生 稲荷塾 新規入塾生の対象クラス(基本) 

  

  

阪急/長岡天神 ⇔ 烏丸１０分、高槻市７分、茨木市１１分 

ＪＲ/長岡京 ⇔ 京都１１分、高槻１１分、茨木１７分、西大路８分 

稲 荷 塾 
 

阪急長岡天神駅から徒歩３分 
ＪＲ長岡京駅から徒歩７分 
 
〒617-0826 

京都府長岡京市開田 3丁目 4-33 
 

℡.075-201-6353 
 

いな   り  じゅく 

Ａ会話(稲荷塾英会話ｸﾗｽ) 

フィリピンのトップ大学である 

フィリピン大学卒業後、様々な 

レベルの生徒に対して、直接 

またはオンラインで英会話を指導。これまでの豊富な指導

経験のなかで「3 ヶ月もあれば 

英語が話せるようになるのは 

当然のことだ」との信念を持つ 

に至る。 

抜群の会話能力に加え、英語の文化に溶け込んで行くた

めの豊富なノウハウを有し、レッスンはとにかく楽しい。 

「Ａ会話」ではそのようなレッスンと実践的な課題を通し

て、「聞く話す読む書く」の４技能をバランスよく鍛える

ので、短期間で驚くほどの英語力を身に付けられる。 

Laarni Carmelia Odsey 

小さな塾ならではのクオリティ 講師のご紹介  

 

松谷 学 

稲荷 誠(塾長) 

「Ａ会話」等の考え方などは、稲荷塾ＨＰ
ﾄｯﾌﾟ画面の下段2018年度ご案内ﾘｰﾌﾚｯ
ﾄをご参照ください。 

驚きの東大合格率 

小さな学習塾のヒミツ 
 
東洋出版 定価 1,620 円 (税込) 

 

「灘」を超える東大合格メソッド 

頭のいい子には中学受験 
をさせるな 

 
ﾒﾃﾞｨｱﾗﾝﾄﾞ 定価 1,296 円 (税込) 

 

    

塾長/稲荷 誠 著書 

    
稲荷塾 検索 

【新設】A会話「準備クラス」とは？ 
中学英語 3 年分の基本（文法、単語、読解

など）を約 3 ヵ月(11 回)でﾏｽﾀｰするｸﾗｽで、対

象は原則新中 1 生です(小学生不可)。 

一定の能力と意欲がある生徒ならば、中学

英語の基礎内容程度なら約 3 ヵ月以内で学習

を終えることができます。実際に、担当講師松

谷自身の経験としても、中学英語を中 1 の最

初の半年でﾏｽﾀｰしたことが、その後の英語学

習をｽﾑｰｽﾞにしました。授業では、松谷の英語

学習のﾉｳﾊｳも伝える予定です。 


