
7/23(火)～8/27(月)まで※一部授業除く

稲伸ゼミナール

【HP http://www.toshin-group.co.jp】 【e-mail toshininfo@toshin-group.co.jp】
総合受付（丸亀学習発見館） 受付時間 11:00～23:00

■多度津教室

多度津町元町７－３０

TEL 0877 33-2625

■丸亀学習発見館（城西教室）

丸亀市城西町２－２－３４

TEL 0877 24-7185



夏期講習２０１８

１ 夏の過ごし方相談会１学期の学習の様子・夏期講習について、お悩みお聞きします！

７/20(金)・ 21(土)

※通常講座は休講です。

11:00～22:00
の間でご希望の日時を

お知らせください。

【多度津教室】

山本幸男 山本早苗

【城西教室】

山本壮太郎 小玉孝章

田中康博 福田武司

・ 1 学期の成績に不安をお持ちの方、お子様の学習姿勢にご不満のある方。

・部活を終えてからの学習方針相談。

・１学期の模試（第１回診断）の結果にショックを受けた方。

・夏休みしかできない勉強法をお教えします。

子どもの勉強、振り返りチェック

該当する項目の□に『レ』を入れてください。

４つ以上あれば子どもの勉強に悪化傾向が出ています。
□授業ノートが取れていない、整理されていない。

□中学校に入って字が乱雑になった。

□家庭内で勉強の話題が出なくなった。

□毎日決めた時間に勉強しない、勉強時間が一定しない。

□定期試験の答案を見せない、見せるのを嫌がる。

□「部活で疲れて・・・」を言い訳にすることが多くなった。

□宿題や提出物が遅れる、やらない。

□忘れ物が多くなった。

□休みの日は遊びに出ることが多くなった。

□スマホやゲーム機をいつも持っている。 お悩みをお聞かせ下さい。

２ 夏休みモーニングスクール （小・中学生）【城西】

前期 7/23(月)～8/10(金) 9:00～12:00 15 日間開講
【持ち物】

筆記用具・サマーワークなど宿題

参考書・教科書など

後期 8/16(木)～8/30(木) 9:00～12:00 11 日間開講 【持ち物】

筆記用具・参考書・教科書など

※小学生アルファクラブ夏期個別特訓は 16:30～18:50 に開講します。 （10 回または 13 回通塾選択）

３ アドバンス算数数学 夏期強化特訓 （小学５・６年）【城西】

7/25(水)・27(金)・8/1(水)・3(金)

8(水)・ 10(金)・ 17(金)・ 22(水)

24(金) 計 9 日開講

■中学で困らないように、先取り学習として数学領域の学習を集中的

に開講します。

■期間中大手前中学夏の講習会に参加する人には力試しテストに向

けた対策を時間内に指導します。
時間 13:30～16:30

家で勉強しないんだけど・・・。

英語数学が苦手なんだけれど・・・。

うちの子、ついていけるのかしら？

塾は初めてで、不安だなぁ・・・

宿題をお盆までに仕上げさせます！
後期は「２学期準備講座」としてプリント学習をします。日割りは行い

ません。通しでお申し込みください。後期のみの受付は致しませんの予

めご了承ください。



４ アドバンス国語 夏期強化特訓 （小学５・６年）【城西】

7/28(土)

8/4(土)・ 18(土)・ 25(土) ■論理力を鍛え、文章から的確な解答を導き出すために必要不可欠な

読解法を鍛えます。

時間 13:30～16:30

５ アドバンス英語 Summer Express （小学５・６年）【城西】

7/24(火)・ 31(火)

8/7(火)・ 21(火)・ 28（火）

■新学習指導要領に準拠した小学英語の 5 年内容を期間中に仕上げ

ます。2 学期以降 6年内容を進めていきます。（6 年生も学校は移行

措置教材を用いた簡易指導のみですので正規学習内容をきちんと受

講することで中学で無理なく新カリキュラムに進めます。）時間 16:30～18:50

６ 中学３年高校入試５教科特講など （受験対象の中学３年）【城西】

７/24(火)～８/25(土)
【５科目 ２６回・全７８時間】

この中３診断特講受講で、

■診断テスト過去５年分以上に精通

■一人前の受験生にさせる。

■第 2 回診断でプラス 30 点を達成し、志望校を１ランク上げさせる。

■努力することが目標への近道であると自覚させる。

これを目指します。

時 間

英数理国 13:00～15:50

社会のみ 16:00～18:50
暑い夏、汗を流しながら勉強することで受

験に立ち向かう精神力も鍛えます。

第 2回学習の診断テストの範囲に重点を置き、頻出内容の問題を分析、重要事項の整理もあわせて指導します。より深く理解し、

秋からの受験勉強でライバルと差をつけるための一斉授業です。

昨年度、劇的にレベルアップした生徒たちは、「授業でわかり、演習で固める」という共通の学習スタイルがありました。

上手に塾を活用して、志望校合格への礎を作りましょう。

夜の時間帯は個別演習指導＋診断テスト過去問題集を使った学習プログラムを用意しています。（10日間別途申込。回数増も可）

モーニングスクール（全 26 日間）の参加も可能です。（別途申込）

確かな学力をお約束するべく、この夏の夏期講習は、特講（７８時間）＋個別演習（３０時間）を強く薦めます。

診断テスト・高校入試

覚えるだけの勉強では点がとれません

社会科の勉強法－歴史分野
稲伸ゼミナールでは、まず歴史上の人物を覚えることから始めます。なぜなら、歴史上の出来事はすべて人間が引き起こした結果であり、

次の出来事の原因となり、連鎖していくからです。この連鎖が歴史の「流れ」であり、この「流れ」を理解することが「点」につながります。

①各時代の重要人物を覚える。
教科書の太字で書かれた人物は全員、それ以外に重要だと思う人物を抽出し、教科書の記述内容を 25 字～30 字にまとめる。

②各時代ごとの年表を作り、年代順に人物を配置する。

③各時代の大項目を３～7点に絞り、それぞれ重要項目を３点にまとめる。
例：鎌倉時代 □幕府 □承久の乱 □元寇 □鎌倉文化－特徴、文化財、仏教

④古代～近世は、中国・朝鮮との関係が重要。
例：日本と高句麗・新羅・百済との関わり

⑤近代（明治時代）以降は、国と国との関係性をつかむ。
例：三国干渉、三国協商、三国同盟

⑥空間的視点から地理との関連をつかむ。
例：幕末の２つの条約で開港した都市の違い

⑦系統ごとの年表を作る。
例：□外交史 □文化史 □税制史 □戦乱史 □商業史 □法制史

⑧常に「なぜ」と問いかけ、考える勉強をする。
例：16世紀ヨーロッパ人の来航により、日本はなぜ植民地化されなかったのか。

⑨入試対策では過去の入試問題を最良の教材として使用する。
問題を解いて○×をつけておしまいにせず、問題内容を教科書で確認し、整理する。



７ 中学 夏期英数練成＋個別特訓演習 （中学１～２年）【城西】

７/２４（火）～８/２７（月）

全５１時間から選択
英数は 12時間の講義＋24 時間の演習

理社は 15時間の映像授業＋演習指導

「授業でわかり、演習で固める」→最大５１時間。

一人ひとりのレベルにあわせた復習と予習。

■演習時間は一人ひとりの１学期学習の結果を振り返り、既習事項の

整理（復習）と弱点強化（プリント演習）を行います。

■英数は復習と予習を対面講義と演習で的確に指導。理社は映像授業

＋演習で分かりやすく指導。国語は下記参照時間 19:00～21:50

８ 中学１年～２年 論理国語 （中学１～２年）【城西】

７/２５(水)・８/１(水)

８/８(水)・２２(水)
国語力に必須の「論理力」を養成する目的で新設いたしました。論理エ

ンジンを教材として使用します。国語が苦手な中学生のために論理力養

成メニューを基本から進めます。（限定 10 名予定）

※２学期からも個別形式にて継続した指導を行います。（夏期末に告知）時間 19:00～21:50

９ 大手前中学生対象 英数国＋演習講座（大手前中１～３年）【城西】

７/２４（火）～８/２９（水）

英語 １０時間

数学 １０時間

国語 or 個別英数理 １０時間

実力テストに向けて既習内容完全クリアへ！

■２学期に向けた予習は、基礎事項の本質を理解します。

■大学受験に必要な本質の理解・思考の方法を身につけます。

■通常講座よりも時間数を増やし、各科目の強化を目指します。

時間 16:10～18:10

９ 大手前高校生対象 国＋代ゼミ英数 （大手前高１～２年）【城西】

７/２４（火）～８/２９（水）

国語 ８時間

数学 ８時間～

英語 ８時間～

基礎事項の本質を理解し、量に頼らない応用力を！

■大学受験に必要な本質の理解・思考の方法を身につけます。

■通常講座よりも時間数を増やし、各科目の強化を目指します。
時間帯はカレンダー参照



10 高校生対象 英数国講座 （高校１年～２年）【城西】

７/２４（火）～８/２９（水）

英語 １５時間

数学 １５時間

数演習 １５時間

国語 １５時間

基礎事項の本質を理解し、量に頼らない応用力を！

■大学受験に必要な本質の理解・思考の方法を身につけます。

■通常講座よりも時間数を増やし、各科目の強化を目指します。

時間 19:00～22:00

※高校生には朝９時より自習室を無料開放します。（日曜・休館日除く 7/23～8/30 まで。）

塾生および 2講座以上履修の夏期講習生に限り使用できます。

対面授業＋代ゼミサテライン予備校

対象 高２～高 3・既卒生

曜日

時間 開館日時・指導可能日時・自習室利用可能日時は別紙カレンダー参照

担当 国語科・小論文担当 田中康博 数学科・理科 山本壮太郎・大塚俊太郎 英語科 福田武司・小玉左苗

内容

方針

□数学・国語・英語の対面授業と代ゼミサテラインの映像授業を組合わせて受験指導を行います。

□生徒一人ひとりの志望校に合わせた講座選択とそれぞれのペースに合わせた学習が可能です。

□専用の自習席を用意し、毎日規則正しく学習できる環境を提供します。

□速読クラブ・速読英語講座も大学入試での問題処理力向上のため、受講をお薦めします。

□対面授業一覧

・センター国語 M（田中） 月曜 17:30～19:30

・記述国語 M（田中） 月曜 20:00～22:10

・センター国語 T（田中） 火曜 20:00～22:10

・記述国語 T（田中） 火曜 17:30～19:30

・センター数学 T（山本） 木曜 19:00～22:00

代ゼミサテライン予備校 速習講座パック
対象 高２以上の大学受験生

曜日

時間

開館日時・指導可能日時・自習室利用可能日時は別紙カレンダー参照

内容

方針

□ 速習講座とは、前年度に代ゼミサテラインで 1 年かけて配信された授業の再配信です。自分の

ペースで見られるので、1年分を平均 3～4ヶ月で修了することができる点で有利です。

□ 模試データなどを参考に、個人面談を行い、受講の仕方などの相談の場を設けます。

□ 学期２講座以上受講の方対象に専用の自習席を用意し、毎日規則正しく学習できる環境を提供

します。

□ 稲伸ゼミナールの大学受験部対面指導（数国）を併用しながら有機的に学習できます。

□ 夏期講習会、冬期直前講習会は別途受講料がかかります。

□ 速脳速読講座・速読英語講座の受講を強く推奨します。特に文系科目の場合は 1 分間に 2000 文

字読めるとじっくり考えて問題に取り組めるようになります。未受講者には 10 日間有効の無料 ID

を発行します。

本講座は「速読クラブ」「速読英語読解」割引対象です。



★オプション講座
速読講座（国語） 対象小２～高校生・既卒生

７月中に

お申込

ください。

時間 1回 30 分

夏期期間中に 10 回受講

速読講座だけの特典！
中学生には理社の一問一答トレーニング（中１～３内容）

小学生には国語読解トレーニングがこの夏パワーアップ！新た

に読解力養成のメニューが追加されました！！

高校生にはセンター評論を題材に速読トレーニングできます。

もはや、「やらない理由は無い」です。

※在塾生の場合の併用は月の回数制限はありません！

費用 10回 8,640 円【税込】

★こんな人に速読はオススメです★
テストで最後まで解けない。
文章を読んだり，答えを考えたり，答案を書いたりという一連の処理が遅いのです。処理が遅いと，

「わかってはいるのに，答えが書けない」「他人の話を聞き取れない」など学習のつまづきの原因が

増えます。

文章問題でよく間違える。
速く読むだけではなく，「正確に答える」訓練が多いので，自然と問題を正確に読む力が身に付きま

す。

脳トレが好き
正確には「速脳速読」トレーニングです。空間認識力や全体把握力など，機敏に判断できるよう脳の

処理力をアップさせます。

速読英語読解 対象中１～高校生・既卒生

集中的にトレーニング可
速脳速読講座は右脳と左脳をバランスよく鍛え

るコンテンツです。

【１回 ４０分】

8/1～27 の期間で１０回

費用 8,640 円【税込】

★英語速読の効果
高校入試の英語長文読解の演習として。

大学入試の英語長文読解対策として。

リスニング力の強化のために。

スラッシュリーディングとシャドウイング演習の教材として。

昨年度既卒生の A さんは、センターリスニングに役立ったと好評価をいただきました！

★中１向けコンテンツと高校入試対策コースを新設！！

★高校生の受講を奨めます！！

そのほか個別学習の支援ツールとして高校生対象受験講座『代ゼミサテライン予備校（単元別講

座）』または、中学生対象講座（映像授業）『ベーシックウィング』のお申込も承ります。

詳しくは講師まで。



夏期講習費の納入について ２０１８年７月 稲伸ゼミナール

夏期講習では通常の学期中に比べて学習時間を増やし，また，指導内容も精選・充実したプログラムを準備しております。従いまして，

８月の指導費は学期中とは異なりますので費用をご確認の上，納入下さいますようお願い申し上げます。（多度津教室・城西教室）

引き落とし日…８月１０日（金） 月謝，諸経費などのお問い合わせは，０８７７－２４－７１８５ 山本理恵までお願いします。

夏期講習から参加の生徒様には 1 講座につき 1,080 円の夏期教材運営費を承ります。

丸亀城西教室 （小中学部）

講座・クラス名 対象学年 講座の概要 時間数
夏期費用

【税込】

夏

期

特

設

夏休みモーニングスクール

短期申込
小学生

この期間に夏休みの宿題を仕上げるととも

に、語感を育てるトレーニングや英語活用練

習も指導します。

１５回
４５時間

32,000 円

早割 25,000 円

夏休みモーニングスクール

全日期申込
小学生

期間中、全日程を参加し、実りある夏にしま

す。

２６回
７８時間

50,000 円

早割 40,000 円

夏休み自由研究教室 小学生向き
①【理科】7/28(土)理科実験塩の結晶づくり

②【社会】8/4(土)塩づくり体験

※上記日程は変更の場合があります。

２回

６時間
各 2,000 円

小

学

生

夏期個別特訓(アルファクラブ)

小 1～4年
７月２４日～８月２７日までの夏期講習期

間中１０回または１３回通塾し、算数国語

（英語または理科社会）＋漢字検定の勉強を

行います。

（１回１４０分）

漢字検定受験費は実費負担願います。

１０日

（23h)
20,520 円

1３日

(30h)
25,920 円

小 5～6年

１０日

(23h)
22,680 円

１３日

(30h)
29,160 円

ジュニア英語＋算数国語 小 1～4年
ジュニア英語開講日に併せて算数国語も履

修します。1回の学習時間は 140 分

９日

(21h)
20,520 円

アドバンス算数 小５・６年 受験算数と数学先取り集中講義 ２７時間 35,640 円

アドバンス国語 小５・６年 受験国語指導を入試問題を教材に講義演習 １２時間 16,200 円

アドバンス英語

Summer Express
小５・６年

新指導要領準拠の小学英語教材で主に

Grade1（基本）をこの夏、仕上げます。
11.7 時間 14,040 円

アドバンス理科社会追加 小５・６年 理科と社会の演習
5 日

(11.7h)
10,800 円

速脳速読講座『みんなの速読』 小学生以上 夏期講習中に１０回 １０回 8,640 円

中

学

生

中１練成英数＋個別英数
中１

一斉英数学習日４日

個別学習８回（計３６時間）
36 時間 38,880 円

中１練成英数＋個別英数理社
一斉英数学習日４日

個別学習１３回（計５１時間）
51 時間 55,080 円

中２練成英数＋個別英数
中２

一斉学習日４日＋個別８日（計３６時間） 36 時間 38,880 円

中２練成英数＋個別英数理社 一斉学習日４日＋個別１３日（計５１時間） 51 時間 55,080 円

中１～２ 論理国語演習 中１～２
スパイラル式国語教材「論理エンジン」を用

い対面指導で読解力の基礎強化を図ります。

４日

12時間

24,840 円

（教材費別途請求）

中３ 高校入試特講【国語】

中３

第２回学習の診断に向けた重要単元整理と

過去問題を使った演習授業【必修講座】

13:30～16:20 丸亀城西教室にて開講

12 時間 14,040 円

中３ 高校入試特講【数学】 18時間 19,440 円

中３ 高校入試特講【英語】 18時間 19,440 円

中３ 高校入試特講【理科】 15時間 16,200 円

中３ 高校入試特講【社会】 15時間 16,200 円

中３高校入試特講

【５教科受講】

26 日

78 時間

54,000 円

5 教科受講割引適用価格

中３ 夏期個別特訓（夜）
セルフィースタイルで診断演習を行

います。

10 日

30時間
32,400 円

中３夏期講習フルセット

（特講５科 26 日＋個別 10日）
夏休み悔いの無いように最大限受講し、

最大限の学習効果を目指します。

30 日

108時間

70,200 円

フルセット割引適用価格

中３模試セット
7/23 かとうもし＋8/26 直前模試

＋解説６ｈ（2 日）※模試代込み

４日

16h
12,960 円（模試代込み）

中学生映像授業＋演習 10日 中学生
映像授業ベーシックウィング視聴学習＋演

習指導で弱点補強（2科目）を行います。

10 日

30時間
36,720 円（映像授業代含む）

速読英語 中学１年以上 １か月速読英語１０回をトライアル
10 回

7時間
8,640 円

速読＋理社一問一答トレーニ

ング
中学生 1か月 10 回集中トライアル

10 回

5時間
8,640 円



夏期講習から参加の生徒様には 1 講座につき 1,080 円の夏期教材運営費を承ります。

行きたい学校に合格する子はここが違う
偏差値６０以上と５０以下の子の考え方行動の違い

偏差値６０以上 偏差値５０以下

学習の習慣

暗記よりも理解して使えることを優先する 暗記することが学力だと信じる

何かを聞いたら質問事項を整理する 何かを聞いても質問しようとは思っていない

数学は「運用と訓練」をもとに応用がある 数学は「ひらめきと思考力」

授業の習慣

授業を受ける環境や人数はあまり気にしない 大人数の授業は周りが気になるし、個別指導も嫌だ

授業は必ずきちんと受ける 授業は眠いし、つらいし、面白くない

ノートを取り、常に「活用」している ノートを取らない。又は、些細なことでもすべて書く

生活の習慣

ストレスはあって当然だ ストレスがあるから自分の勉強ができない

頑張るのはプロセスであって成果は甘受する 自分の頑張りは誰かが見ていてくれるはず

部活動にも勉強にも懸命に打ち込む 部活動ばかりで勉強に手が回らない

時間の考え方

計画を柔軟に変更していく 計画を頑なに守ろうとする

切れ目のいいところでは勉強をやめない 切れ目のいいところでは作業や勉強をやめる

一日の行動が習慣化している 一日の行動の順番や中身はその日次第

「偏差値６０以上のできる子の習慣」 齋藤淳一著より抜粋

丸亀城西教室 （大手前部・高校部）

大

手

前

部

科目 対象学年 講座の概要 時間数
夏期費用

【税込】

英・数２講座
大手前中１生

既習内容の総復習と応用力養成。

夏期課題の精通と、実力テスト高得点を目指

します。

10日

20 時間
24,840 円

英・数・個別演習３講座
14 日

30 時間
36,720 円

英・数２講座 大手前中２生
既習内容の総復習と応用力養成。

夏期課題の精通と、実力テスト高得点を目指

します。

10回

20 時間
24,840 円

英・数・国３講座

大手前中３生
既習内容の総復習と応用力養成。

夏期課題の精通と、実力テスト高得点を目指

します。目指せシニア入り！

15日

30 時間
38,880 円

英・数・国から２講座＋個別演習
14 日

30 時間
38,880 円

英・数・国・個別演習４講座
19 日

40 時間
48,600 円

英・代ゼミ数・国から１講座

大手前高１生
上位を目指した徹底指導で得点力を上げる

授業です。

４回

8 時間
16,200 円

英・代ゼミ数・国から２講座
８回

16 時間
24,840 円

英・代ゼミ数・国 ３講座
12 回

24 時間
31,320 円

高

校

部

速読講座『みんなの速読』 高校生 夏期速読パック１０回集中講座 １０回 8,640 円

【練成】英・数・国から１講座

高校１年

課題仕上げも含めた学校学力テスト対応と、

その先にある受験を見据えた夏授業。本質を

見抜ける力を養っていきます。

15 時間 24,840 円

【練成】英・数・国から２講座 30 時間 41,040 円

【練成】英・数・国 ３講座 45 時間 52,920 円

【サクセスフォロー】

英・数から１講座
8 時間 12,960 円

【サクセスフォロー】

英・数 ２講座
16 時間 21,600 円

【練成】英・数・国から１講座

高校２年

15 時間 27,000 円

【練成】英・数・数演・国から２講座 30 時間 42,120 円

【練成】英・数・数演・国から３講座 45 時間 54,000 円

【練成】英・数・数演・国 ４講座 60 時間 64,800 円

【サクセスフォロー】

英・数から１講座
8 時間 14,040 円

【サクセスフォロー】

英・数 ２講座
16 時間 22,680 円

夏の代ゼミ体験
長い休みを利用して自分の夢を叶えてくれ

る先生に出会うチャンス！

1 講義

90 分
無料

代ゼミサテラインゼミ 高１～高３・卒
２０１８速習講座の学期講座、単元別講座、

夏期講習会など様々なコンテンツを学習

１講義

90分
講座により異なります。



7/20 金
面談休講日

終業式

21 土 面談休講日

22 日

23 月 １学期　最終日
①(理恵)

9:00～12:00
[通常]算国理社
17:00～18:50

[通常]個別英数
19:50～21:50

[通常]個別英数
19:50～21:50

[通常]中３模試検討
19:50～21:50

入試対策模試①
13:00～18:00

24 火 夏期講習スタート
②(理恵)

9:00～12:00
英・理社❶

16:30～18:50
英SummerExp❶
16:30～18:50

数英（小玉・福田）
19:00～21:50

英数（福田・小玉）
19:00～21:50

数学①（小玉）
13:00～15:50

25 水
③(理恵)

9:00～12:00
算国英①

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数①
13:30～16:30

論理国語(小玉）
19:00～21:50

論理国語(小玉）
19:00～21:50

国語①（田中）
13:00～15:50

26 木
④(理恵)

9:00～12:00
英数演習（小玉）
19:00～21:50

個別演習（小玉）
19:00～21:50

英語①(福田)
13:00～15:50

27 金
⑤(理恵)

9:00～12:00
算国英②

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数②
13:30～16:30

理社演習（福田）
19:00～21:50

理社演習（福田）
19:00～21:50

理①13:00～15:50
社①16:00～18:50

28 土
夏期国語①

13:30～16:30
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

個別演習（小玉）
19:00～21:50

数学②(小玉)
13:00～15:50

29 日
藤井中学

サマースクール

30 月
⑥(理恵)

9:00～12:00
算国理社③

16:30～18:50
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

個別演習（大塚）
19:00～21:50

31 火
⑦(理恵)

9:00～12:00
英・理社❷

16:30～18:50
英SummerExp❷
16:30～18:50

数英（小玉・福田）
19:00～21:50

英数（福田・小玉）
19:00～21:50

英語②(福田）
13:00～15:50

8/1 水 大手前中夏の講習会
⑧(理恵)

9:00～12:00
算国英④

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数③
13:30～16:30

論理国語(小玉）
19:00～21:50

論理国語(小玉）
19:00～21:50

国語②(田中）
13:00～15:50

2 木 大手前中夏の講習会
⑨(理恵)

9:00～12:00
英数演習（小玉）
19:00～21:50

数学③(小玉)
13:00～15:50

3 金 大手前中夏の講習会
⑩(理恵)

9:00～12:00
算国英⑤

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数④
13:30～16:30

理社演習（福田）
19:00～21:50

理社演習（福田）
19:00～21:50

理②13:00～15:50
社②16:00～18:50

4 土
大手前中夏の講習会

たどつ夏まつり
夏期国語②

13:30～16:30
英語③(小玉）

13:00～15:50

5 日 大手前中夏の講習会

6 月
⑪(理恵)

9:00～12:00
算国理社⑥

16:30～18:50
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

個別演習（大塚）
19:00～21:50

7 火
⑫(理恵)

9:00～12:00
英・理社❸

16:30～18:50
英SummerExp❸
16:30～18:50

数英（小玉・福田）
19:00～21:50

英数（福田・小玉）
19:00～21:50

英語④(福田）
13:00～15:50

8 水
⑬(理恵)

9:00～12:00
算国英⑦

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数⑤
13:30～16:30

論理国語(小玉）
19:00～21:50

論理国語(小玉）
19:00～21:50

国語③(田中）
13:00～15:50

9 木
⑭(理恵)

9:00～12:00
英数演習（小玉）
19:00～21:50

数学④(小玉)
13:00～15:50

10 金
⑮(理恵)

9:00～12:00
算国英⑧

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数⑥
13:30～16:30

理社演習（福田）
19:00～21:50

理社演習（福田）
19:00～21:50

理③13:00～15:50
社③16:00～18:50

16 木
⑯(理恵)

9:00～12:00
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

数学⑤(小玉)
13:00～15:50

17 金
⑰(理恵)

9:00～12:00
算国英⑨

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数⑦
13:30～16:30

理社演習（福田）
19:00～21:50

理社演習（福田）
19:00～21:50

理④13:00～15:50
社④16:00～18:50

18 土 丸亀婆娑羅まつり
夏期国語③

13:30～16:30

19 日 丸亀婆娑羅まつり

20 月
⑱(理恵)

9:00～12:00
算国理社⑩

16:30～18:50
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

個別演習（大塚）
19:00～21:50

21 火
漢字検定

14:00～15:00
⑲(理恵)

9:00～12:00
英・理社➍

16:30～18:50
英SummerExp➍
16:30～18:50

数英（小玉・福田）
19:00～21:50

英数（福田・小玉）
19:00～21:50

英語⑤(福田）
13:00～15:50

22 水
⑳(理恵)

9:00～12:00
算国英⑪

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数⑧
13:30～16:30

論理国語(小玉）
19:00～21:50

論理国語(小玉）
19:00～21:50

国語④(田中）
13:00～15:50

23 木
㉑(理恵)

9:00～12:00
英数演習（小玉）
19:00～21:50

数学⑥(小玉)
13:00～15:50

24 金
㉒(理恵)

9:00～12:00
算国英⑫

16:30～18:50
17:00～17:30

夏期算数⑨
13:30～16:30

理社演習（福田）
19:00～21:50

理社演習（福田）
19:00～21:50

理⑤13:00～15:50
社⑤16:00～18:50

25 土
夏期国語④

13:30～16:30
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

英語⑥(小玉）
13:00～15:50

26 日
入試対策模試②
13:00～18:00

27 月
㉓(理恵)

9:00～12:00
算国理社⑬

16:30～18:50
英数演習（小玉）
19:00～21:50

英数演習（小玉）
19:00～21:50

個別演習（大塚）
19:00～21:50

模試解説・勉強会
13:00～15:50

28 火 面談休講日
㉔(理恵)

9:00～12:00
休講

英SummerExp⑤
16:30～18:50

休講 休講 休講 休講

29 水 面談休講日
㉕(理恵)

9:00～12:00
休講 休講 休講 休講 休講 休講

30 木 休講日
㉖(理恵)

9:00～12:00
休講 休講 休講 休講 休講 休講

３１ 金

9/１ 土 2学期スタート
[通常]算国

13:00～14:50
[通常]国語

13:30～15:30
[通常]個別英数
19:50～21:50

[通常]個別英数
19:50～21:50

[通常]個別英数
19:50～21:50

[通常]理科
18:00～19:50

8月11日(土)～15日(水)　お盆休み（全館休館）

休　　館　　日

＜memo＞
・漢字検定は小学生は必ず受検してください。
・夏期個別特訓（アルファクラブ）は、２科目(10回)、３科目(13回)で選択して下さい。

塾イベント

行事

【小学生・中学生】
モーニングスクール

【小1～小６】
夏期個別特訓

アルファクラブ

【小１～小４】
ジュニア英語

【小５・６】
アドバンス

（中学受験対応）

ver1.2 学年（　　　）年　氏名（　　　　　　　　　　）

稲伸ゼミナール　夏期講習2018　カレンダー　≪丸亀城西教室≫　小学部・中学部

休　　　館　　　日

【中1】
練成クラス

【中２】
練成クラス

【中３】
夏期個別特訓

【中３】
高校入試５教科特講

※時間に注意してくださ
い。

面談日につき、休講



塾イベント

行事

【高1】
練成クラス

【高2】
練成クラス

【高1～高2】
サクセスフォロー

【高3・高卒】
受験練成クラス

【大学受験生】
３階代ゼミ
４階自習室

7/20 金
面談休講日

終業式
11:00～22:00 20 金

21 土 面談休講日 11:00～22:00 21 土

22 日 22 日

23 月 １学期　最終日
[学期通常]数学講義
(壮・藤原)20:00～

22:10

[学期通常]記述国語M(田中)
20:00～22:10

開室　11:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

23 月

24 火 夏期講習スタート
数学演習①(壮)
19:00～22:00

センター国語T(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

24 火

25 水
英語①(福田)

19:00～22:00
開室　9:00～22:00

(指導可　16:00～22:00　数・化・生)
25 水

26 木
英語①(福田)

19:00～22:00
センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00 26 木

27 金
数学①(壮)

19:00～22:00
国語①(田中)

19:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

27 金

28 土
国語①(田中)

19:00～22:00
数学①(壮)

20:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

28 土

29 日
英語①(福田)

17:00～19:00
開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

29 日

30 月
数学講義①(壮・藤原)

19:00～22:00
記述国語M(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

30 月

31 火
数学演習②(壮)
19:00～22:00

センター国語T(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

31 火

8/1 水
英語②(福田)

19:00～22:00
開室　9:00～22:00

(指導可　16:00～22:00　数・化・生)
8/1 水

2 木
英語②(福田)

19:00～22:00
センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00 2 木

3 金
数学②(壮)

19:00～22:00
国語②(田中)

19:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

3 金

4 土 たどつ夏まつり
国語②(田中)

19:00～22:00
数学②(壮)

20:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

4 土

5 日
英語②(福田)

17:00～19:00
開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

5 日

6 月
数学講義②(壮・藤原)

19:00～22:00
記述国語M(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

6 月

7 火
数学演習③(壮)
19:00～22:00

センター国語T(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

7 火

8 水
英語③(福田)

19:00～22:00
開室　9:00～22:00

(指導可　16:00～22:00　数・化・生)
8 水

9 木
英語③(福田)

19:00～22:00
センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00 9 木

10 金
数学③(壮)

19:00～22:00
国語③(田中)

19:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

10 金

16 木
英語④(福田)

19:00～22:00
センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00 16 木

17 金
数学④(壮)

19:00～22:00
国語④(田中)

19:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

17 金

18 土 丸亀婆娑羅まつり
国語③(田中)

19:00～22:00
数学③(壮)

20:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

18 土

19 日 丸亀婆娑羅まつり
英語③(福田)

17:00～19:00
開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

19 日

20 月
数学講義③(壮・藤原)

19:00～22:00
記述国語M(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

20 月

21 火
数学演習④(壮)
19:00～22:00

センター国語T(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

21 火

22 水 漢字検定
英語④(福田)

19:00～22:00
開室　9:00～22:00

(指導可　16:00～22:00　数・化・生)
22 水

23 木
英語⑤(福田)

19:00～22:00
センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00 23 木

24 金
数学⑤(壮)

19:00～22:00
国語⑤(田中)

19:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

24 金

25 土
国語④(田中)

19:00～22:00
数学講義④(壮)14～17時

(藤原)19～22時
数学④(壮)

20:00～22:00

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

25 土

26 日
英語④(福田)

17:00～19:00
開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

26 日

27 月 坂高　実力テスト
数学講義⑤(壮・藤原)

19:00～22:00
記述国語M(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

27 月

28 火 面談休講日
英語⑤(福田)

19:00～22:00
数学演習⑤(壮)
19:00～22:00

センター国語T(田中)
20:00～22:10

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

28 火

29 水
面談休講日

丸高　学力テスト
国語⑤(田中)

19:00～22:00
開室　9:00～22:00

(指導可　16:00～22:00　数・化・生)
29 水

30 木 休講日 開室　9:00～22:00 30 木

３１ 金 ３１ 金

9/１ 土 ２学期スタート
[学期通常]国語(田中)

20:00～22:10
[学期通常]数学(壮)
20:00～22:00

開室　11:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

9/１ 土

休　　　館　　　日

＜memo＞

8月11日(土)～15日(水)　お盆休み（全館休館）

ver1.2 学年（　　　）年　氏名（　　　　　　　　　　）

稲伸ゼミナール　夏期講習2018　カレンダー　≪丸亀城西教室≫　高校部・大学受験部

休　　　館　　　日



7/20 金 面談休講日 11:00～22:00

21 土
面談休講日

終業式
11:00～22:00

22 日

23 月
１学期　最終日

中１～高３　課外開始
【通常】数(壮)
13:30～15:30

センター国語M(田中)
17:30～19:30

開室　11:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

24 火 夏期講習スタート
英①(福田)

16:10～18:10
英①(福田)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ数①(壮太郎)

16:00～18:00
[通常]代ゼミ数①(壮太郎)

16:00～18:00
記述国語T(田中)
17:30～19:30

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

25 水
【通常】国①(田中)
16:10～18:10

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　数・化・生)

26 木
数①(小玉)

16:10～18:10
数①(小玉)

16:10～18:10
英①(福田)

16:10～18:10
【通常】英①(福田)
16:10～18:10

センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00

27 金 中１・２課外終了
国①(田中)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ英①(左苗)

16:00～18:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

28 土
個　英数理①(小玉)
16:10～18:40

【通常】国①(田中)
16:30～18:30

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

29 日
藤井中学

サマースクール
開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

30 月
数①(壮)

16:10～18:10
センター国語M(田中)

17:30～19:30
開室　9:00～22:00

(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

31 火 中３～高３課外終了
英②(福田)

16:10～18:10
英②(福田)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ数②(壮太郎)

16:00～18:00
[通常]代ゼミ数②(壮太郎)

16:00～18:00
記述国語T(田中)
17:30～19:30

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

8/1 水 大手前　小学夏の講習会
【通常】国②(田中)
16:10～18:10

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　数・化・生)

2 木 大手前　小学夏の講習会
数②(小玉)

16:10～18:10
数②(小玉)

16:10～18:10
英②(福田)

16:10～18:10
【通常】英②(福田)
16:10～18:10

センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00

3 金 大手前　小学夏の講習会
国②(田中)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ英②(左苗)

16:00～18:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

4 土
大手前　小学夏の講習会

たどつ夏まつり
個　英数理①(小玉)
16:10～18:40

個　英数理②(小玉)
16:10～18:40

【通常】国②(田中)
16:30～18:30

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

5 日 大手前　小学夏の講習会 開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

6 月
数②(壮)

16:10～18:10
センター国語M(田中)

17:30～19:30
開室　9:00～22:00

(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

7 火 高１～高３課外開始
英③(福田)

16:10～18:10
英③(福田)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ数③(壮太郎)

16:00～18:00
[通常]代ゼミ数③(壮太郎)

16:00～18:00
記述国語T(田中)
17:30～19:30

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

8 水
【通常】国③(田中)
16:10～18:10

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　数・化・生)

9 木
数③(小玉)

16:10～18:10
数③(小玉)

16:10～18:10
英③(福田)

16:10～18:10
【通常】英③(福田)
16:10～18:10

センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00

10 金 高１～高３課外終了
国③(田中)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ英③(左苗)

16:00～18:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

16 木
数④(小玉)

16:10～18:10
数④(小玉)

16:10～18:10
英④(福田)

16:10～18:10
【通常】英④(福田)
16:10～18:10

センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00

17 金
国④(田中)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ英④(左苗)

16:00～18:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

18 土 丸亀婆娑羅まつり
個　英数理②(小玉)
13:00～15:30

個　英数理③(小玉)
13:00～15:30

【通常】国③(田中)
16:30～18:30

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

19 日 丸亀婆娑羅まつり 開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

20 月
数③(壮)

16:10～18:10
センター国語M(田中)

17:30～19:30
開室　9:00～22:00

(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

21 火
英④(福田)

16:10～18:10
英④(福田)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ数④(壮太郎)

16:00～18:00
[通常]代ゼミ数④(壮太郎)

16:00～18:00
記述国語T(田中)
17:30～19:30

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

22 水 漢字検定
個　英数理③(小玉)
16:10～18:40

【通常】国④(田中)
16:10～18:10

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　数・化・生)

23 木
数⑤(小玉)

16:10～18:10
数⑤(小玉)

16:10～18:10
英⑤(福田)

16:10～18:10
【通常】英⑤(福田)
16:10～18:10

センター数学(壮)
19:00～22:00

開室　9:00～22:00

24 金
国⑤(田中)

16:10～18:10
[通常]代ゼミ英⑤(左苗)

16:00～18:00

開室　9:00～22:00
(指導可　16:00～22:00　英

16:00～19:30　数・物)

25 土
個　英数理④(小玉)
16:10～18:40

個　英数理④(小玉)
16:10～18:40

【通常】国④(田中)
16:30～18:30

開室　9:00～22:00
(指導可　14:00～22:00　数・物

14:00～19:00　数・化・生)

26 日
英⑤(福田)

16:10～18:10
英⑤(福田)

16:10～18:10
開室　11:00～19:00
(指導可　11:00～19:00　英)

27 月 大手前　始業式
センター国語M(田中)

17:30～19:30
開室　9:00～22:00

(指導可　17:00～19:30　数・化・生)

28 火 面談休講日 （実力テスト） （実力テスト）
数④(壮)

13:30～15:30
記述国語T(田中)
17:30～19:30

開室　9:00～22:00
(指導可　17:00～19:30　数・物)

29 水 面談休講日
数⑤(壮)

16:10～18:10
開室　9:00～22:00

(指導可　16:00～22:00　数・化・生)

30 木 休講日 休講 開室　9:00～22:00

３１ 金

9/１ 土 2学期スタート
中２宿泊学習

につき、指導なし
（実力テスト）

【通常】国④(田中)
16:30～18:30

（校内模試） （校内模試）
開室　11:00～22:00

(指導可　14:00～22:00　数・物
14:00～19:00　数・化・生)

＜memo＞

8月11日(土)～15日(水)　お盆休み（全館休館）

休　　　館　　　日

塾イベント

学校行事

【中１】
大手前中1

（中１宿泊学習
につき、指導な

し）

【中２】
大手前中2

【中3】
大手前中3

【高1】
大手前高1

大学受験部
【高2】

大手前高2

ver1.2 学年（　　　）年　氏名（　　　　　　　　　　）

稲伸ゼミナール　夏期講習2018　カレンダー　≪丸亀城西教室≫　大手前部・大学受験部

休　　　館　　　日

大学受験部
【高3】

大手前高3

大学受験部
【高校生】

3階　代ゼミ学習室
４階　自習室




