3 月 15 日(月)
新年度スタート！

特別クラス
1 年間で学ぶ
高校受験をした 新高 1 生募集

※ 一般的な進学校の学習進度

数ⅠA から数Ⅲまでを
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演習

特別クラスを受講することで
高校3年間の学習がこうなります！

高1

高2

数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲ

演習の第1段階

演習の第2段階

阪大・神大などの標準問題は１つの知識・技術を
知れば1つのタイプの問題が解けるようになりま
す。この知識・技術を第1段階で身につけます。

東大・京大の問題は何が問われているのかが分か
りにくいところに特徴があります。そのような問
題を読み解く方法を学び、解けるようにします。

1 年間で高校課程を一通り学びます。授業形式で
書かれた参考書『稲荷の独習数学』を使うことで
無駄を省き、効率よく学習を進められます。

東大・京大の問題が解けるようになるためには、高校課程を一通り学び終えてから
2 年間の演習期間があるのが理想的です。それは、上に示したように2 段階に分け
て演習を行う必要があり、東大・京大に合格する平均的な生徒が無理をしなかった場
合、学習内容をしっかり身につけるのにそれぞれ 1 年程度かかるのが一般的だから
です。これらの2 段階はどちらも重要です。第1 段階が不十分なまま第 2 段階に進
むと問題を解き切ることができずに空回りし、第 1 段階での演習方法のまま知識や
技術を増やし続けても、なかなか東大・京大の問題が解けるようにはなりません。

高3

ところが、公立中学校の生徒が高校受験をすると、高1 から高校数学を学び始める
ことになり、通常は十分な演習期間を確保することができません。そこで、稲荷塾で
は特別クラスを作り、数ⅠA から数Ⅲまでを 1 年間で学べるようにしました。高1
の1 年間は少し大変ですが、堀川高校・北野高校などのトップ高校に合格して東大・
京大を目指す生徒であれば1 年で高校課程を学ぶことは十分可能です。そして高2 以
降、学校の友達が数ⅡB・数Ⅲを飲み込むために苦労している間に、それらを使いこ
なすための演習をするのです。必ず、数学で圧倒的に勝てるようになります。

小5 から高3 まで全学年の生徒を募集しています。
～ 2 期生 (2020年度高 1 生) ～

～ 1 期生 (2020年度高 2 生) ～

かなり進度が速いので、先の見通しが立
つ (堀川高校)

学校で、まわりが公式を覚えて使えるよ
うになるところから始めるのに対して、
自分は問題を解くところから始められ
る (北野高校)

学校の授業は思い出しの作業になるので
スムーズに授業についていくことがで
きた (堀川高校)
学校の数学が全て復習になる (西京高校)
予習が大変なこともあったけれど、学校
での数学の成績が想像以上に上がって
うれしかったです (堀川高校)
約250 人中
100 番 → 20 番

高2 になったとき、数学において新たな
概念などを飲み込む時間を英語や物理、
化学にあてることができた (堀川高校)

数学でどのような内容をやるのかを 1 年
生で見たので、全体的に数学が
簡単に思えた (成章高校)

特に、新中1 生は数学・英語の2 科目の受講を
おすすめします！
中学数学クラス

A 会話準備クラス

中1の1年間で中学数学を学ぶ
クラスです。これは灘中と同じ進
度で、中2 から高校数学に入るこ
とができます。
簡単なプリントと稲荷塾オリ
ジナルテキストを使って、中学数
学全体を2 周し、最後に高校入試
レベルまで仕上げます。

A 会話クラスの講師 Carmelia
は、抜群の会話能力に加え、大学で
は書くことを専門に学び、本格的
なライティング指導が可能です。
A会話準備クラスでは、英会話に
必要な文法・語彙を2 か月で教え、
A 会話クラスにスムーズに参加で
きるようにサポートします。

稲荷塾の考え方やシステムをご説明いたします。
日 時

3 月 7 日(日)

新型コロナウイルス感染状況を鑑み、以下の時間帯に分け
て個別に説明させていただきます。
(1) 10:00～ (2) 10:45～ (3) 11:30～ (4) 14:00～
(5) 14:45～ (6) 15:30～ (7) 16:15～ (8) 17:00～
参加ご希望の方はご都合の良い時間帯を全てお知らせくだ
さい。
ご都合のつかない場合、および定員に達した場合は、別の
日程で個別に説明いたします。お気軽にご相談ください。

場

所

稲荷塾 （地図裏面ご参照）

お申込み

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。
①参加ご希望の時間帯 ( (1)～(8)の時間帯のうちご参加可能な時間帯全て)
②ご参加人数 ③入塾ご検討生徒様と保護者様のお名前(ﾌﾘｶﾞﾅも) ④生徒様性別
⑤新年度学校名 ⑥新年度学年 ⑦～市～区までのご住所
・「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)～

2020 年 合格実績 (在籍者 18 人中)
大学

学部

学科

氏名

出身校

京都大学

農学部

応用生命科学科

大西 穂佳 さん

北野

京都大学

総合人間学部

青倉 健志郎 くん

平安

京都大学

経済学部

岡内 陸真 くん

附属平野

京都大学

経済学部

SY くん

西大和

京都大学

経済学部

篠山 葉 くん

洛星

京都大学

文学部

糸川 とき さん

京教大附属

京都大学

法学部

中川 裕次郎 くん

洛星

府立医科大学

医学部

医学科

中江 麟太郎 くん

洛南

大阪大学

工学部

応用理工学科

高萩 涼介 くん

洛星

大阪大学

工学部

応用自然科学科

伊藤 美海 さん

堀川

大阪大学

文学部

鈴木 理子 さん

洛北

一橋大学

法学部

石井 直樹 くん

高槻

新潟大学

経済学部

武田 規宏 くん

東山

入塾して数週間は演習の授業
に都合がつかず土曜日に稲荷先
生に個人的に教わりました。そ
の間に演習のテキストに加え、
3 年以前にやっておくべき内容
を個人的に教えていただき、基
礎から発展の橋渡しの部分を強
化することができました。演習
の授業では周りの人のレベルが
高く、いい刺激を受けることが
でき、さらに松谷先生の授業は、
先生が演習の問題に関連する知
識などをどんどん話してくださ
り、とても密度の濃いものでし
た。さらに、実際の入試で解く
という観点から、問題について
お話ししてくださり、この問題
は当日捨てようなどと戦略的に
入試問題にアプローチすること
ができるようになりました。
いままでの成績がどうであろ
うと、稲荷塾の指導に従って予
習復習をしっかりとやればそれ
なりのレベルには到達できると
断言できます。後輩の皆さんも
入試が終わる最後の瞬間まで諦
めずに食らいついてください。

◆京都大学 経済学部

◆京都大学 農学部

大西 穂佳（北野）

)

私が稲荷塾に入塾したのは高二の春でした。
それまで私は数学に
対してあまり苦手意識はありませんでした。
しかし実際に授業を受
け始めると、学校で習わないような高度なことまで扱っていたので
困惑しました。内容は難しかったものの、先生の説明は分かりやす
く、話もとても面白かったので毎週毎週通うのが楽しみでした。し
かし、数学が楽しいのと出来るのとは大きく違います。ある日稲荷
先生に「大西ちゃんは数学が弱いからなぁ」と言われ、初めて私は
数学が出来ないんだと気付きました。
そこからは復習のやり方を変
え、ひたすら勉強の精度をあげるよう努めました。具体的には、必
ず授業中に疑問を解消し、次の日の朝一で全て解き直します。それ
で詰まった問題は、また次の日の朝に解きます。それを毎週繰り返
しました。つまり、いつも先生のおっしゃる「再現」を、一番頭が
冴えている朝一に徹底して行いました。そうすることで、徐々に解
ける問題が増えていったことが実感としてありました。
この一年間、特に最後の一ヶ月は自分でこれ以上することができ
ない程一生懸命勉強しました。試験直前の休み時間は、先生方のコ
メント付きの答案用紙などを見返して、心を落ち着けていました。
本番では今の私の実力を出し切れたと思います。

僕が稲荷塾に来たのは、高校一年生の三月頃
でした。正直なところ、数ⅠＡは当時割と自信が
あったのですが、約一ヶ月の指導の中で、知らな
い知識が大量に出てきました。その一ヶ月で、自
分の実力不足を痛感するとともに、この塾で勉
強したら確実に伸びる、という感覚を得ました。
入塾してからは、数ⅡＢ、数Ⅲのクラスと演習
1、2 のクラスで勉強しました。どのクラスでも
稲荷先生の授業には惹きつけられっぱなしでし
たし、帰り道には決まって数学のことを考えて
いました …
京大を受けようという気にさせてくれたの
は、間違いなく稲荷塾です。こんな平凡な自分で
も頑張れば京大に届くのかもしれない、と高校
二年生の自分が思うことができたのは、稲荷塾
で数学を学んだからです。

◆京都大学 文学部 糸川 とき（京教大附属）
私は小学校 4 年生から高校 3 年生まで 9 年間も稲荷塾にお世話
になりました。私は入塾した時期が早かったこともあり中学 1 年
生で数 1A に入ったのですが、急に数学がアラビア語かというく
らい難しく感じ、だんだん勉強が億劫になりました。数学に関し
ては本当に出来なかった記憶の方が大きく、稲荷塾の帰り道悔し
くて泣いたことも数多くありましたが、稲荷先生と松谷先生は最
後まで私を見捨てずご指導して下さいました。松谷先生には、高 3
で受講した演習 1 のクラスでずっと答案を見ていただいたり、相
談に乗っていただいたり、本当にお世話になりました。先生はい
つも的確であたたかい言葉を下さいました。また、稲荷先生のア
ドバイス通り塾のテキストを一通りやり直したり、演習の復習を
し続けたりしているうちに少しずつ問題が解けるようになり、セ
ンター後の 1 月にようやく数学が楽しいと思えました。

◆京都大学 総合人間学部 青倉 健志郎（平安）
僕は高校 2 年生からこの塾にお世話になりました。数学がとても苦手で何とかしなければと思い入塾しました。入塾当
初は基礎の部分もあやふやだったので演習のクラスでほとんど解くことができず、ついていくのがやっとでした。ただ、
それまで圧倒的に足りなかった演習量が増えたことで数学の問題へのアプローチの仕方を学び、それに段々と慣れていき
ました。高 3 からは演習 2 の授業もとっていましたが、この授業では全くと言っていいほど問題に手を付けられなかった
のでとにかく何回も解き直しをしていました。
センター対策中、数学は 2 次用の勉強をしていましたがそこで何かが変わった気がしました。答えまでの道筋が見える
問題がだんだんと増えているのを実感しました。

岡内 陸真（附属平野）

◆府立医科大学 医学部

講 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、効率的に数学を学ぶ方法（小学生の間に中学数学を学んでしま
うカリキュラム、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。

い

中江 麟太郎（洛南）
な

り

じゅく

稲 荷 塾
〒617-0826

京都府長岡京市開田 3 丁目 4-33
℡.075-201-6353

稲荷 誠(塾長)

松谷 学

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)

Laarni Carmelia Odsey

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。
※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。

阪急/長岡天神
ＪＲ/長岡京 ⇔

⇔ 桂 5 分、高槻市８分、茨木市１３分
京都１１分、高槻１０分、茨木１６分

