3 月 18 日(水)
新年度スタート！

高校受験をした

東大・京大を目指すなら
第二段階の演習が必要

新高校 1 年生のための
数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲを 1 年間で全て学ぶクラスです。
そうすると、高校受験をして高 1 から高校数学を学び始めても、
2 年間の演習期間を確保することができます。
この企画は 2019 年度の春にスタートしました。2020 年 2 月
の時点で 5 人の生徒が想定通りの進度で進み、高校課程を学び
終えようとしています。高校の残りの期間、周りの生徒が新し
い概念を飲み込むために苦労している間に入試問題を解くため
の演習をすることができ、圧倒的に有利になります。

数学の問題は「条件」と「結論」が与えられており、この「条件」と「結論」
をつなぐことを、問題を解くと言います。標準問題では「条件」と「結論」の
距離が近く、入試の基本技術があれば両者をつなぐことができます。

標準問題

条件

結論

入試の基本技術は、標準問題による演習を通して、一つの技術を知れば一つ
のタイプの問題が解けるようになるというようにして身につけていきます。
これを続けて、阪大・神大の問題がすらすら解けるようになるのに平均的に約
1 年かかります。
ところが、入試の基本技術をいくら身につけても東大・京大の問題が解ける
ようにはなりません。それは、東大・京大の問題では「条件」と「結論」の距
離が遠く、基本技術だけでは「条件」と「結論」をつなぐことができないから
です。

東大・京大
の問題

条件

～2019 年度の受講生の感想(抜粋)～
数学の勉強をどんどん進めていけるので良かった
です。
(堀川高校 A くん)
学校の授業の内容が簡単に理解できる。
(堀川高校 B くん)

結論

(北野高校 C さん)

少し大変ですが、楽しいです。

「条件」と「結論」が遠い形態は、
「条件」が複雑だったり抽象的だったり
して捉えにくい場合や、結論がぼかされていてどこへ向かえばよいのかが分
かりにくい場合があり、身につけた基本技術が使えるところまで「条件」と
「結論」の距離を縮める、つまり、問題を読み解く技術がさらに要求されるの
です。
結局、演習には入試の基本技術を身につけるための第一段階と、東大・京大
の問題を読み解くための第二段階があるということです。この第二段階の技
術を知らずに東大・京大の問題を解くと、非常に難しく感じ、解答を読んで理
解できても、どうしたらその発想ができるのかが分からずに苦しむことにな
ります。
第二段階の演習にも 1 年ぐらいの期間が必要で、稲荷塾では演習 1 のクラス
で入試の基本技術を学び、演習 2・演習数Ⅲのクラスで東大・京大の問題の読
み解き方を学びます。

2020 年度は、10

名限定で受講生を募集します。

時間割
月

火

水

木

金

小学生部

小学生部

小学生部

演習数Ⅲ

①17:00～18:00 ②18:00～19:00
数ⅠA

数ⅡB

中学数学

数Ⅲ

土
補習

17:40～19:20
演習1

中学数学

19:10～21:10

自習
特別クラス

演習2

19:30～21:30 14:00～21:00

学費についてはホームページをご覧ください。

稲荷塾

検 索

新小 5 生から新高 3 生まで全学年の生徒を募集しています
小学生部
小5・小6 生を対象と
し、算数の 1 学年分を
2～3 か月で学び、中
学数学に入ります。
学校の進度では物
足りないと感じる生
徒を募集します。

入
日
場

塾
時
所

数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲ

中学数学
対象は中1・中2生です。
まず約半年で中学数学全
体を学び、全体像が見え
てから演習に入ります。
そうすると効率がよく、
1 年以内で高校数学に入
る準備をすることができ
ます。

説

明

会

稲荷塾の考え方やシステムをご説明いたします。
お申込み

3 月 8 日(日)

時間

対象者 (2020年度学年)

10:00 ～ 11:30

中1～中3、高1～高3

14:00 ～ 15:30

中1～中3、高1～高3

17:30 ～ 19:00

小5～小6

半年間で数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲの
それぞれを学ぶクラスです。
「稲荷の独習数学」を読んで予習し、
塾ではそれが使えるようになるための
授業を行います(反転授業)。通常授業の無駄（板
書と、それをノートに写す時間は授業時間の約
半分を占める）を省くことができ、2 倍の進度
を実現しています。

どの学年での入塾でも、
「高 2 から演習 1 のクラス
に入る」という理想形に近
付けるようにします。
新高 2・高 3 の方も、
状況に合わせて最適な
受講クラスを提案いた
します。

場所
稲荷塾
地図裏面ご参照

各説明会の終了後、希望される方のみ短時間の個別相談を実施
いたします。
ご都合のつかない場合、高校の進学先決定が稲荷塾の新年度ス
タートに間に合わない場合は、個別に説明、補習など対応いた
します。お気軽にご相談ください。

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

・お申込み時に以下７点をお知らせください。
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)
④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】対象が小 5～小 6 の時間帯は保護者様のみでご出席ください。

③生徒様性別

・
「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
メールをお送りいただけます。

受

付

お申し込み後 1 日以内に受付のご連絡をいたします。

・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。
TEL : 075-201-6353 (平日の 15 時～授業開始, 土曜日の 14 時～21 時)

合格者の声 (抜粋)
◆京都大学

理学部
)

野村 健人

（洛南）

◆京都大学

工学部地球工学科

菅生 賢

（洛星）

私は中学二年の頃に入塾し、数ⅠＡの授業を受け始めました。この早い時
期から高校数学の授業を受けた結果、学校よりも先の内容を習いました。そ
のおかげで学校の授業は復習の場となり、授業についていけなくなるなどと
いうことはありませんでした。
数ⅠＡや数ⅡＢ、数Ⅲの授業では、稲荷先生から的確な解法の定石を学び
ました。また、授業後に配られる補充プリントのおかげで自然と復習をする
ようになりました。この授業を通じて数学の基礎が身についたと思います。
演習の授業では、上記の授業で習った解法の定石を応用問題で実際にどう
やって使っていくのかを教えてもらいました。この授業では、難しい問題が
多く復習も大変でしたが、これのおかげで難問にもおじけづくことなく立ち
向かえるようになったと思います。
稲荷塾は小規模な塾ですが、同じ授業を受けている生徒に小学生がいるな
ど、とても刺激的でした。また、稲荷塾には数学だけでなく他の教科の参考
書もある本棚があり、苦手な英語の勉強をするために本を借りて学ぶことが
できました。稲荷塾で学ぶことができて本当に良かったと思います。

僕は高２から稲荷塾に通い始めました。しかし、その頃の僕は受験への認
識が甘く、学校の行事やクラブを優先して全く勉強していませんでした。す
ると、全然稲荷塾の授業についていけなくなり、先生からも呆れられている
のを感じていました。もう大学なんか入れる訳ないと親にも言われました。
しかし、5 月にクラブを引退して、心機一転勉強に打ち込み始めました。稲
荷塾で配られた問題を何度も解き直し、わからないとこはとことん先生に
聞きました。勉強をしていくうちに数学のおもしろさに惹き込まれていき
ました。
「もっと数学を知りたい」そう思った僕にとって稲荷塾は絶好の場
でした。それからたくさん勉強し、どんどん成績が上がりオープンや実戦で
はある程度の手応えを持てるまでになりました。先生も僕の成長に気づい
てくださりさらに高いレベルを求めるようになり、さらに勉強しました。そ
ういう風にして僕の受験勉強は軌道にのりました。そしてむかえた本番で
は 1 年前までは全く京大に届かなかった僕が合格の自信を持てました。こ
こまでこれたのはずっと熱心に指導してくださった先生、一緒に切磋琢磨
した仲間、ずっと支えてくれた親のおかげです。ありがとうございました。

◆京都大学 工学部電気電子工学科

◆浜松医科大学

二神 繁暁 （堀川）

僕は高校 1 年のときから稲荷塾に通っていました。高校受験を終えて割と
すぐに授業が始まり、知らないことばかりの高校数学についていくので必死
でした。しかし授業でやったことを復習していれば、進度の速いと言われて
いた高校の授業もずいぶん楽でした。
3 年になり受講した演習数Ⅲと演習 2 の講座はそれまでの問題と比べ難易
度が段違いでした。要点をおさえた問題をこなしていくなかで苦手な部分も
わかり、そこを埋めることで実力の底上げをするとともに、難しい問題への
アプローチの仕方を実戦で使えるようになりました。
3 年間学ぶ中でわからない問題のほうが圧倒的に多かったですが、わから
ない部分は個別に答えて下さり、その場で解決することができるので、その
あとの復習もやりやすかったです。多くの演習をこなすなかで、最終的には
入試問題を解けるレベルにまで到達することができました。実は京大を受け
るにあたって数学の過去問はほとんど解いていません。そのくらい稲荷塾の
テキストはいい問題が集められていると思います。稲荷塾のおかげで数学を
得意科目にできました。

大学

学部

京都大学

理学部

京都大学

工学部

京都大学

工学部

京都大学

薬学部

千葉大学

医学部

浜松医科大学

講

（在籍者20人中）
氏名

出身校

野村 健人 くん

洛南

地球工学科

菅生 賢 くん

洛星

電気電子工学科

二神 繁暁 くん

堀川

古屋 翔梧 くん

北野

医学科

KI さん

神戸女学院

医学部

医学科

小島 万由子 さん

洛北

大阪大学

工学部

応用自然科学科

福森 大展 くん

洛星

大阪大学

人間科学部

後守 優希 さん

立命館

神戸大学

理学部

化学科

AI さん

京都文教

神戸大学

工学部

市民工学科

髙橋 健斗 くん

北野

神戸大学

農学部

NC さん

桃山

神戸大学

法学部

KT くん

堀川

鹿児島大学

獣医学部

奥村 樹 くん

堀川

大阪府立大学

工学部

北尾 悠人 くん

東山

いな

り

学科

機械工学科

（洛北）

師

の

紹

介

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
稲荷 誠(塾長)
学を学ぶ方法（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。
2000 年に稲荷塾を卒業し、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
松谷 学
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 点(満点)、英検 1 級を獲得
した実績をもち、塾生には惜しみなくアドバイスしている。

Ａ会話(稲荷塾英会話ｸﾗｽ)

じゅく

稲 荷 塾

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。
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
Laarni Carmelia Odsey 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。

〒617-0826

京都府長岡京市開田 3 丁目 4-33
℡.075-201-6353
阪急/長岡天神 ⇔ 桂 5 分、高槻市８分、茨木市１３分

小島 万由子

私は中学受験を終えた後の小学校六年生の三月から高校三年生まで、6 年
間と一ヶ月稲荷塾に通っていました。入った時に感じた周りの人のレベルの
高さ、そしてその人たちへの憧れは高校三年生まで消えることはありません
でした。
私は中学数学、数ⅠA、数ⅡB、数Ⅲ、演習まで中学、高校の数学を全て
稲荷先生に教えていただきました。稲荷先生の授業ではたくさんの問題に通
じる本質を教えていただきました。数Ⅲを高校一年生までに終わらせ、その
後は忘れたところの復習や演習をしました。早くに数Ⅲまで終わらせたこと
で余裕を持って演習をすることができ、数学の力は入試本番、私の武器とな
りました。
稲荷塾の教材、稲荷先生の著書「稲荷の独習数学」にはお世話になりまし
た。何度やり直しても学ぶところがある、本当に良い教材でした。
最後になりましたが、長い間ご指導ありがとうございました。稲荷塾の存
在無しには掴めなかった合格でした。本当にありがとうございました。

合 格 実 績
2019年

医学部医学科

ＪＲ/長岡京 ⇔ 京都１１分、高槻１０分、茨木１６分

※ A 会話クラスの詳細についてはホームページをご確認くだ
さい。

