
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受験までに必要な勉強は3ステップ 

 

お申込み 

 稲荷塾の考え方やシステムをご説明いたします。 

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 

 

お申込み後 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。 

 

3月 6 日(日) 

受  付 

・「稲荷塾」のホームページ(お問い合わせﾌｫｰﾑ)から、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。 

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

①10:00～11:30   

②14:00～15:30  

 

日  時 

場  所 稲荷塾 （地図裏面ご参照） 

東大・京大の問題が難しいと感じるのはどうしてでしょうか。 

数学の問題は「条件」と「結論」が与えられており、これらをつなぐことを「問

題を解く」といいます。東大・京大の問題ではこれらの距離が遠く、簡単につなげ

られないようになっているのです。ですから、問題文の内容について調べ、条件と

結論の距離を近づける必要があり、これを多くの受験生は難しいと感じます。 

ところが、冴えた模範解答を示す問題集はあっても、そこに至る試行錯誤の過程

や発想法を解説したものはありません。演習2では、受験生が難しいと感じるその

「問題の読み解き方」を解説し、これが自力でできるようにトレーニングします。 

3月 14 日(月)  
新年度スタート！ 

予習 

参考書 

 

授業 

テキスト 小テスト 

 
演習問題 

 

各説明会の終了後、希望者のみ短時間の個別相談を実施いたします。 

対  象 2022年度の中 1生～高 3生 
 

小学生の方、および入塾説明会の日時がご都合つかない方は個別で

説明いたします。まずはメールでお問い合わせください。 

稲荷塾 HP へ⇑ 

東大・京大志望の皆さん 

受験までの勉強はイメージできていますか？ 

まずは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』を使い、一般的な

公立高校の2倍の進度で学習が進みます。 

 

高校数学の基礎 

 
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。 

 

第 1段階の演習 

 
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。 

 

第 2段階の演習 
 

高校課程は1年半で学習 

 

東大・京大の問題を解くカギは問題の読み方 

 

稲荷塾では参考書『稲荷の独習数学』を使って反転授業を行い、数ⅠA・数ⅡB・

数Ⅲのそれぞれを半年ずつで学びます。一般的な数学の授業では 

「講師が板書して生徒がノートに写す」作業が授業時間の約半分 

を占めますが、参考書を使えば無駄な作業時間は必要ありません。 

これにより、通常の2倍の進度で学習が進み、高校受験をした場 

合でも1年半の演習期間を確保できます。 

高校受験をした場合の進度例 

 

  

 

 

 

 

 参考書を読んで納得したらテキストの問題を解きますが、これがすら

すら解ける生徒はいません。「わかる」と「できる」は違うのです。「で

きない」という現実にぶつかり、それを克服する中で理解が深まります。

小テストも同様で、理解の不十分なところに気づくことができるような

問題にしてあります。 

反転授業の進め方 

高1 高3 高2 

数ⅠA 数ⅡB 数Ⅲ 演習 2 演習 1 

 演習1 

 

 演習2 

 

中学数学を1年間で学び、中2から高校数学を始めます。高校数学のクラスと同様

に、参考書を使った反転授業で自ら新しい内容を身につけていきます。 

中学数学クラス 

意欲的な生徒のために、高校課程を1年間で終わらせる「特別クラス」も準備

されています。 

反転授業の進め方 

演習期間について 

第1段階の演習と 第2段階の演習を、中高一貫校の生徒が1年間の受験勉強で実行するのは非常に忙しい作業です。ましてや、堀川高校のように高3の

夏休み前に高校課程を終えて、半年間の演習でこれをするとなると、それは命懸けの受験勉強だと言わざるを得ません。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 合格実績 (在籍者 22人中) 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 

稲荷 誠(塾長) 

稲 荷 塾 
い  な  り   じゅく 

〒617-0826 

京都府長岡京市開田 3 丁目 4-33 
 

℡.075-201-6353 

 

京都大学 工学部地球工学科 寺迫 亮太くん（洛星） 

僕は高 1 の秋に稲荷塾に通い始めました。数学はどちらかといえば得意科
目だったので稲荷塾でもなんとかやっていけるだろうと初めは考えていま
した。しかし、高 2 の演習 1 の授業でいきなり壁にぶつかりました。予習復
習がおろそかになっていて、基本知識ですら知らないことばかりで、周りの
人との差が広がり続けているのを痛感しました。そのまま高 3 になり、なん
とかしなきゃと思い、復習を本気でするようになりました。授業で解いた問
題を何も見ずに書けるようになるまで何回もやり直しました。この復習のお
かげで、高 3 になってから数学がのびました。 

～合格者の声 (抜粋)～         

) 京都大学 薬学部 篠山 岬くん（洛星） 

僕は数学が得意だと勝手に思い込んでいましたが、稲荷塾に入り数学を学
ぶとその思い込みは覆りました。それまで自分が学んでいたのは高校数学の
上澄みだけで、定理などの根底を全く理解出来てなかったことを痛感しまし
た。高一の反転授業では、小テストと直しでもう一度自分の手で理解出来て
いるかを確認し直すことで、基本事項を定着させることが出来ました。そし
て難しい単元テストによって自分の定着度合いを確認し、勉強計画を立てる
ことが出来たと思います。 

高二の演習 1 ではそれまで見たことの無い応用的な問題を経験すること
で、より一層基本の大切さに気付かされました。なので、早めに高校数学の
範囲を終わらせてしまって、応用問題を積みながら基本を定着させていくこ
とがとても大事だと思います。 

土曜日の自習室は周りが集中してる中でチューターさんに分からない所
を聞きながら勉強できる環境で、滅多にそういった環境は無いので助かりま
した。 

東京大学 理科一類 前澤 佑太くん（北野） 

 僕が稲荷塾に入ったのは小学五年生のときで、数学を先取りできる塾だっ
たので母親の勧めで入塾しました。もともと算数が好きで、中学数学をどん
どん進めていくのは楽しかったです。しかし、中学生になった頃に、本格的
に高校数学が始まりましたが、最初からつまずき授業には全くついていけな
くなり、数学が苦痛になりました。公立の中学校に通っていたので、高校受
験で中学範囲を徹底的に叩き込み、無事に北野高校に合格でき、稲荷塾にリ
ベンジしてみると、高校数学もすっと頭に入ってきて数学がまた楽しくなり
ました。もちろん全部完璧にわかったわけではありませんが、塾では相当早
く進むので学校の授業は良い復習になりました。稲荷塾のテキストはどれも
解きごたえのある難しい問題ばかりでしたが、毎週の４題は相当時間をかけ
て取り組み、わからないことは分かりきるまで考えることで着実に数学力が
ついてる実感がありました。 

京都大学 工学部工業化学科 河井 瑚子さん（京都女子） 

私は高校 1 年の冬から稲荷塾に通い始めました。当時の私は正直数学があ
まり好きではなく予習もうまくいかず、かなり苦戦していました。小テスト
では周りの人との大きすぎる実力の差を毎回目の当たりにし、それでもなん
とか皆の様になりたいと毎日数学ばかりを勉強していました。 

具体的には授業で扱った問題をとにかく解き直し問題を覚えてしまうくら
いまで繰り返しました。それでも高 3 の夏頃まではあまり成果が出ず悔しい
時期が続きましたが徐々に「前に解いたあの問題に似ているな」とか「あの
やり方でやったらうまくいくかな」などと気づけることが増え数学が楽しい
と思えるようになりました。 

実際に京大の入試では「稲荷塾でやった問題にめっちゃ似てるやん！」と
気づくことのできる問題が多くとても安心できました。 

A 会話では洋楽でリスニングをしたり、ゲー
ムで単語を覚えたり、とにかく楽しく英語を学
ぶことができました。また、話す聞く能力だけ
でなく、ペンギンリーダーズやラダーシリーズ
など、英語学習者向けの洋書を多読したことで
長文を読む力がつきました。 

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 

 

Ａ会話(英会話ｸﾗｽ) 

Laarni Carmelia  

Odsey 

A 会話クラス 受講者の声 

大学 学部 学科 氏名 出身校

東京大学 理科一類 前澤 佑太 くん 北野

京都大学 薬学部 篠山 岬 くん 洛星

京都大学 工学部 地球工学科 寺迫 亮太 くん 洛星

京都大学 工学部 地球工学科 杉山 麻 さん 関西大倉

京都大学 工学部 工業化学科 河井 瑚子 さん 京都女子

大阪大学 医学部 医学科 畔柳 圭佑 くん 洛星

大阪大学 医学部 医学科 増田 朋久 くん 高槻

大阪大学 薬学部 薬学科 安本 麻衣 さん 豊中

一橋大学 商学部 水谷 花音 さん 神戸海星

東北大学 経済学部 猪飼 将汰 くん 洛星

滋賀医科大学 医学部 医学科 小山 珠貴 さん 同志社

京都工芸繊維大学 工芸科学部 応用生物学科 堂本 千裕 くん 洛星

奈良教育大学 教育学部 IM さん 豊中

英語 114点/150点 
（7割 6分） 

2020 年 京都大学文学部 合格 

糸川 とき さん 

2021 年 一橋大学商学部 合格 

水谷 花音 さん 

稲荷塾では、数学のほかに A 会話の授業も受
験直前まで受けていました。一橋大学の英語に
は、リスニングがあったため、授業を受けるこ
とでリスニング力をつけ、維持することができ
たと思います。また A 会話では英作文を、文法
だけではなく内容も含めて丁寧に見ていただ
きました。 

2022年夏 稲荷塾から参考書が 2冊出版されます！ 

2015 年に出版された『稲荷の独習数学』に、
新課程の「データの分析」と「統計的な推測」
が追加されます。また、微分積分の分野を数
ⅡＢ部分と数ⅢＣ部分に分け、文系の読者に
も使いやすくなります。 

① 稲荷の独習数学 改訂版 

難しい問題は解答を作る前に試行錯誤している部分
があり、それは解答には記述されません。本書では、
その部分を示しながら、東大・京大レベルの入試問
題がどうしたら自力で解けるようになるのか、その
発想ができるようになるのかをお伝えします。 

② 演習の第二段階（仮題） 

数学 

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。 

をバランスよく鍛えるので、短期間で驚くほどの英語力

を身につけられる。 

 


