
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

1月29日(日)・3月5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)  

どちらの日程も ①10:00～11:30  ②14:00～15:30  

 

日  時 

場  所 稲荷塾 （地図裏面ご参照） 

中学数学クラス 

中学受験と大学受験の違い 

 大学受験は中学受験と比較して試験範囲が膨大になります。

そのため、大学受験ではパターンを暗記するという方法は通

用しません。 

また、中学受験では結論としての答えのみが要求されるのに

対して、大学受験ではその結論に至った過程を記述する事が

要求されます。 

これらの変化に対応して勉強の仕方を素早く切り替えられる

かどうかで、その後の勉強効率が変わってきます。 

 

★ 1年間で中学数学を学ぶ 

 高校数学で学ぶ量は中学数学のおよそ5倍です。そのため、1年間で中学数

学を学ぶのは自然なペースだといえます。稲荷塾では、半年間で一通りの内

容を学び、残りの半年間で演習を行います。 

 

3月13日(月)  
新年度スタート！ 

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。 

対  象 2023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⇑ 

3つの特徴を支えるカギは 稲荷塾の反転授業 

予習 

参考書 

 

授業 

テキスト 小テスト 

 
演習問題 

 

準備ができたら… 

 中 2から高校数学へ！ 

数ⅠA・数ⅡB・数Ⅲの各クラスは、半年間で一通りを学ぶことができ、それぞ

れ2回ずつ繰り返すのが基本です。そうすると下の図のような進度になります。 

しかし、特に優秀な場合は半年ごとに次のクラスに進むこともあります。 

また、途中入塾の場合も、半年ずつで進むことにより演習期間を確保します。 

 

クラスの途中に単元テストが 3 回あり、その平均点が 50 点以上であることが

次のクラスに進むための基準です。これは、数ⅠA であれば河合塾の全統高 1

模試で、数ⅡBであれば全統高2模試で、それぞれ偏差値70程度です。 

 

点を取るためのやり方を覚えても、それらは時間が経てば忘れていくものであ

り、京大や東大の問題が解けるようになるための基礎にはなりません。そうで

はなく、しっかりとした理解を積み上げられるように教材を工夫しています。 

反転授業では、教室での学習と家庭学習の役割を反転させます。 

「新しいことを学ぶ」ことより「それを効果的に演習する」こと

の方が難しく、これを教室で行います。新しいことは参考書と 

オリジナルテキストを使うことで効率よく学べます。 

 

新中 1生 
対象 

稲荷塾 高校数学クラスの特徴 

高校受験の新しい方法 
稲荷塾では、公立中学校の生徒も中 2 から数ⅠA に入ります。高

校受験の難しい問題の多くは数ⅠA の内容をもとに作られてお

り、数ⅠA を学んでおくと高校受験が簡単に感じられます。その

結果、他教科の勉強にも余裕が生まれます。 

高校入学後は数ⅡB から始めることができ、大学受験までの勉強

もスムーズです。 

中1 中2 高2 高1 中3 高3 

中学数学 数ⅠＡ 数ⅡＢ 演習 数Ⅲ 

★ 授業形式は高校数学クラスと同じ反転授業 

 中学数学クラスでも高校数学クラスと同じ反転授業 (※右下参照)を行い

ます。参考書を使って能動的に学ぶ方法を中1の間に身につけましょう。 

 
★ 代数の処理と幾何のトレーニングを重視 

 高校数学に入ってから伸び悩む生徒には共通の特徴があります。代数の処

理が遅く不正確であること、幾何のトレーニングが不足していることです。

稲荷塾の中学数学クラスでは、その後につながる準備をしっかり行います。 

 

① 柔軟な進度選択 

 

② 明確な目標 

 

③ 深い理解 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学 学部 学科 氏名 出身校

京都大学 工学部 物理工学科 西澤 元貴 くん 膳所

京都大学 工学部 工業化学科 塩田 大智 くん 東大寺

京都大学 工学部 工業化学科 中村 祐輔 くん 堀川

京都大学 工学部 工業化学科 M・T くん 高槻

京都大学 理学部 田中 俊介 くん 桃山

京都大学 医学部 人間健康科学科 竹本 杏美 さん 北野

琉球大学 医学部 医学科 佐野 心音 くん 堀川

長崎大学 医学部 医学科 中尾 涼太郎 くん 附属天王寺

和歌山県立医科大学 医学部 医学科 上田 勇一 くん 洛星

大阪大学 経済学部 立石 太一 くん 立命館

名古屋大学 工学部 航空宇宙工学科 由良 武 くん 西京

九州大学 工学部 V群 井村 仁 くん 洛星

広島大学 工学部 Y・Y くん 堀川

神戸大学 海洋政策科学部 加藤 佑真 くん 嵯峨野

京都工芸繊維大学 工芸科学部
物質・材料科学域

応用化学過程
喜井 真奈美 さん 成章

大阪公立大学 工学部
電気電子システム

工学科
木下 雅之 くん 堀川

岐阜大学 工学部 機械工学科 高木 祐輔 くん 成章

2022 年 合格実績 (在籍者 23 人中) 

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 

 

講 師 の 紹 介  

 

稲荷 誠(塾長) 

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。 

「稲荷の独習数学」は新課程への対応のため、

2023 年 3 月に改訂予定。さらに、京大・東大の数

学が解けるようになるための参考書「演習の第二段

階」(仮題)も 3 月に出版予定。 

Ａ会話(英会話ｸﾗｽ) 

数学 

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

につけられる。 

 

 

 

Laarni Carmelia  
Odsey 

合格者の声 (抜粋)         

中2から高校数学に入ると、とにかく新しいことを知るのが楽しく、定期テ
ストの期間以外はほとんど稲荷塾の予習をしていたと思います。そして、Ⅰ
A、ⅡB、Ⅲと半年ずつで進みました。このときに一番刺激的だったのはいろ
んな学年の生徒が同じクラスにいることで、数Ⅲのクラスでは中 3 の自分以
外は全員高 2 でした。テストで上の学年の生徒より良い点を取るとうれしく、
モチベーションがさらに上がりました。 

高校生になると演習 1 に進みました。ここではそれまで曖昧でよく分かっ
ていないままでいたことが少しずつ分かるようになり、基礎の理解が深まり
ました。2 年目の演習１では、あーそういう事だったのか、ということが何
度も起こり、さらにもう一段階理解が深まり、稲荷塾での常識がようやく身
について来たような感じがしました。ところで、高校では習わない知識も稲
荷先生から常識だと教えられてきました。たとえば、点と直線の距離の公式
が垂線のベクトルの大きさであり、垂線のベクトルは正射影ベクトルを用い
て導かれることなどは、自分の友達は誰一人知りませんでした。 

そして受験期には、塾のテキスト以外の数学はほとんどせず、他の教科、
特に理科に専念して勉強することができ、無事第一志望に合格することがで
きました。 

私は高校の合格が決まってすぐに入塾し、一年間で高校数学を学びまし
た。 

一年生の間は少し大変でした。塾と学校は違う範囲から始まったので、二
つの単元で新しいことを同時に飲み込んでいるような感じでした。予習に
追われ、小テストもあまり良い点数をとった記憶はありません。夜遅いのが
苦手でしたが、一年生の間は土曜日のどの時間に行ってもよかったので、部
活や習い事とも両立でき、続けることができました。授業では毎回本当にた
くさんの質問をしましたが、稲荷先生が丁寧に教えてくださりました。「演
習を始めればつながってくる」という先生の言葉を素直に信じて、忙しくて
も予習は必ずしていました。 

三年生のゴールデンウィークに学校が休校になり部活の練習もなくなっ
て時間ができたので、稲荷先生の教え通り、数ⅡB のテキストを全て解き
直しました。かなり時間がかかりましたが、このあと徐々に解ける問題が増
えていき、頭の中がつながってくる感覚がありました。この解き直しはやっ
てよかったと思います。 

塾で早くから数学をやっていたおかげで、夏休みは理科に半分以上の時
間を費やすことができました。 

 

◆京都大学 工学部物理工学科 西澤 元貴（膳所） ◆京都大学 医学部人間健康科学科 竹本 杏美（北野） 

◆京都大学 理学部 田中 俊介（桃山） ◆長崎大学 医学部医学科 中尾 涼太郎（附属天王寺） 

もともと数学は好きだったので、数学の成績だけはずっと良かったのです
が、他教科の成績がなかなか伸びず、高校 3 年生の 11 月に行われる第 2 回
京大模試では数学が約 8 割に対して、その他の教科は 3 割程度でした。その
頃には、学校の担任の先生にも、稲荷先生にも、数学はもう勉強しなくて良
いから理科と英語の勉強をするように言われていました。そのため、今まで
数学の勉強に使っていた時間を使って理科や英語の勉強をするようになっ
て、なんとか受かることが出来ました。稲荷塾に来ていたおかげで、数学の
問題を解く時の時間配分や解く順番などの作戦を立てることが出来て、受験
本番では 6 問すべてを解ききることが出来ました。 

 

高3になり勉強に集中できるようになってからは、基礎から勉強し直しま
した。具体的には、コロナの自粛期間の 1 ヶ月で、ⅠA・ⅡB・Ⅲのテキス
トを一通り解き直しました。(一気にテキストを一周すると全体像が掴める
ので短期間でテキストを復習するのはおススメです)また演習 1 の前半は入
試において絶対に欠かせない知識の確認が続くので、その予習・復習を本気
で取り組みました。おかげで基礎がある程度固まり、少しずつ数学の問題は
解けるようになっていきました。 

合格を掴めたのは稲荷塾の支えがあったからです。反転授業をはじめ、演
習 1・2 の授業は効率が良く画期的です。無駄が無く、授業では演習が多い
ので、以前より数学が分かるだけではなく出来るようになりました。 

京都大学 6名 

 
 
国公立大学 医学部医学科 3名 

 
 


