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□ 丸亀城西教室 〒763-0032 丸亀市城西町2-2-34

TEL 0877-24-7185 FAX 0877-58-4776

□ 多度津教室 〒764-0003 多度津町元町7-30

TEL 0877-33-2625 FAX 0877-56-6107

http://www.toshin-group.co.jp/

toshininfo@toshin-group.co.jp

2019年度

　　稲伸ゼミナール

丸亀城西教室

入 塾 案 内

（小・中・高校部・大学受験部）

（小・中学部）

【HP】

【e-mail】
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◆対面一斉

◆自立学習

担当
山本早苗・小玉孝章
山本理恵・福田武司

　勉強に対して積極的に向き合う姿勢を養いま
す。与えられた課題を受動的にこなすのではな
く、毎回「学習の記録」を記入することで、自分で
学習の目標を立てて、「読み」「調べ」「考える」学
習を進める力を身につけます。

内容
・
方針

□中学受験だけでなく、中学入
学後を見据えた思考力・処理力
を養います。

□学年の枠を超え、数検等の指
導を行います。

脳の処理速度を強化するために、
小学部では「速読クラブ」の
併用受講をオススメします！

（詳細１０ページ）

□理科・社会の学習は個別演習
形式で受験を見据えた指導を行
います。

時間 17:00～19:00（金17:30～19:30）

教科 国語・算数・英語・理社

対面一斉 小５６　アドバンス
　一名の講師が複数の生徒を前に授業を進めて
いきます。クラスによってアクティビティを導入した
り、講師とのやりとりを通じてクラス全体で学習を
深めていきます。

対象 小学５年・６年

曜日 月・火・水・金

内容
・
方針

□ＤＶＤを視聴し、ネイティブ
の発音を身につけます。

□講師の声かけにより、自ら考
え、発言する力を身につけま
す。

□英語の基礎を学ぶことで、高
学年での英語学習をスムーズに
始められます。

□Grade3-4は、アルファクラブ
に接続し、国語・算数の学習も
行います。

内容
・
方針

□学校の勉強のフォローをしま
す。

□「予習型」か「復習型」か選
べます。

□「読む」「調べる」「考え
る」ことを重視し、辞書の使用
を徹底します。

□週２回以上の通塾を推奨しま
す。

担当 小玉左苗・山本理恵 担当 小玉孝章・福田武司

教科 英語（Grade3-4・Grade1-2） 教科 国語・算数

時間 16:50～17:20（土11:00～12:00） 時間 17:00～18:50

曜日 水・金・土 曜日 月・水・金

対象 小学１年～４年 対象 小学１年～６年

小　　学　　部

対面一斉 小学ジュニア英語 自立学習 アルファクラブ
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内容
・
方針

□志望校合格を目標に、個別に
対応した入試対策および学習の
診断対策を行います。

□内申点と入試得点力の両方を
向上を目指します。

□「速読クラブ（速読理社
国）」または「速読英語読解」
必修です。（詳細１０ページ）

教科 英語・数学・理科・社会・国語

担当
小玉孝章・福田武司
田中康博・藤原公

曜日 月・火・水・木・金・土

時間 19:50～22:00（土19:00～22:00）

対面一斉
＋演習中３　受験練成クラス

対象 中学３年生

内容
・
方針

□学校の進度に対応しながら進
めていきます。

内容
・
方針

□学校の進度に対応しながら進
めていきます。

□定期テストでの高得点を狙
い、内申点アップを目標にしま
す。２月には学習の診断対策も
行います。

□定期テストでの高得点を狙
い、内申点アップを目標にしま
す。２月には学習の診断対策も
行います。

□演習は理解度に合わせて個別
対応します。

□演習は理解度に合わせて個別
対応します。

担当 小玉孝章・福田武司 担当 小玉孝章・福田武司

教科 英語・数学・理社 教科 英語・数学・理社

時間 19:50～22:00（火19:30～22:00） 時間 19:50～22:00（火19:30～22:00）

曜日 月・火・金 曜日 月・火・金

対象 中学１年生 対象 中学２年生

中　　学　　部

対面一斉
＋演習 中１　練成クラス 対面一斉

＋演習 中２　練成クラス
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大手前丸亀高１生は
高校部へ

　　　　　　　　→→　P６

大手前丸亀高２・高３生は
大学受験部へ

　　　　　　　　→→　P７

担当

内容
・
方針

中学アドバンス(少人数個別)

中学１年生～３年生

火・木・金・土

17:00～19:00（土14:30～16:30）

英語・数学・理科

小玉孝章・福田武司・山本幸男

□将来、医学部などの難関大学進学を志す生徒対象に、「大学入学共通テスト」
「２次試験」などの大学入試に必要な「基礎学力」および「思考力・判断力・表現
力」を身につける為の個別カリキュラムで進めていきます。

□個別対応で学習を進めます。速読や映像教材「ベーシックウイング」を活用する
こともできます。

時間

教科

　　　　＜これからの大学入試で問われる「思考力・判断力・表現力」＞
「思考力」・・・問題そのものを見つけたり、問題を解決するためのヒント（情
報）を探したり、自分が持っている知識を使って解決策を考えたりする力。
「判断力」・・・集めた情報をもとに、どのように問題を解決するかを決定する
力。
「表現力」・・・考えたことを言葉にしたり、形にしたりする力。

対象

曜日

大手前生はこちら↓↓

個別
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内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テス
ト」に必要な基礎学力および思考
力を身につける為の専用カリキュ
ラムで進めていきます。

□定期テスト前は、出題該当範囲
の対策演習および解説を行いま
す。

□代ゼミサテラインの理社、速読
（詳細１０ページ）の併用をお勧
めします。

内容
・
方針

□学校の学習を定着させるため
に、個別に指導します。

□現在のレベルに応じて指導
し、きたる大学受験に向け、基
礎力を強化するため演習時間が
多めです。

担当
福田武司・藤原公

田中康博
担当 山本壮太郎・福田武司

教科 英語・数学・国語 教科 英語・数学

時間 20:00～22:10 時間 20:00～22:10（日16:30～18:30）

曜日 月・水・金・土 曜日 土・日

対象 高校２年生 対象 高校１年生～２年生

対面一斉 高２練成クラス 個別演習 サクセスフォロー

内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テス
ト」に必要な基礎学力および思考
力を身につける為の専用カリキュ
ラムで進めていきます。

□数学と英語は代ゼミサテライン
と対面指導を組み合わせた
「Xover(クロスオーバー)」シス
テムにより個別に対応した学習を
進めます。（詳細８ページ）

□代ゼミサテラインの理社、速読
（詳細１０ページ）の併用をお勧
めします。

内容
・
方針

□通常期は「大学入学共通テス
ト」に必要な基礎学力および思
考力を身につける為の専用カリ
キュラムで進めていきます。

□定期テスト前は、出題該当範
囲の対策演習および解説を行い
ます。

□代ゼミサテラインの理社、速
読（詳細１０ページ）の併用を
お勧めします。

担当
山本壮太郎・福田武司
小玉左苗・田中康博

担当
小玉孝章・山本壮太郎

田中康博

教科 英語・数学・国語 教科 英語・数学・国語

時間 17:30～19:30（日16:30～18:30） 時間 20:00～22:10（木19:30～22:10）

曜日 火・水・金・日 曜日 月・火・木・金

対象 大手前丸亀高校１年生 対象 高校１年生

高　校　部

対面一斉
＋Xover大手前高１練成クラス 対面一斉 高１練成クラス
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 大　学　受　験　部

 対面一斉　＋　代ゼミサテライン予備校

対象 高校２～３年生・高卒生

曜日
【対面一斉】　　　　　月・火・水・金・土・日

【代ゼミサテライン】　月～日（休館日は年間カレンダーによる）

時間

【対面一斉】　　　　　月・火・金（夕）　17:30～19:30
　　　　　　　　　　　　　土（夕）　　　17:00～18:00
　　　　　　　　　　　　　日（夕）　　　16:30～18:30
　　　　　　　　　　　月・水・金（夜）　20:00～22:10
　　　　　　　　　　　　　土（夜）　　　19:30～22:00
【代ゼミサテライン】　　　月～土　　　　11:00～22:00
　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　11:00～19:00

　　　　 なお、時間割については、P１１をご覧下さい。

教科

【対面一斉】　　　　　センター数学・受験総合英語
　　　　　　　　　　　センター国語読解・２次私大記述国語
　　　　　　　　　　　センター基礎古文漢文
【代ゼミサテライン】　英・数・国・理・地歴公
　　　　　　　　　　　（基礎～２次　全レベル対応）

担当
【対面一斉】　　　　　山本壮太郎・福田武司・小玉左苗・田中康博
【代ゼミ学習指導】　　山本壮太郎・福田武司・小玉左苗

内容
・
方針

□大学入試に必要な、実践的な学力を身につけます。

□対面一斉と代ゼミサテラインの併用受講をお勧めします。

□代ゼミを２講座以上受講すると、無料の指定自習席が使えます。

□入試での問題処理力向上のため、半年以上の速読クラブ（速読理社国・速読英
語）の受講をお勧めします。（詳細１０ページ）



稲伸ゼミナール 大学受験部       『 Xover 』 とは？ 

 
一般に、『塾』の指導形式については、一斉（集団）や個別指導などがありますが、次のようなメリット・デメリッ

トがあります。 
○一斉指導のメリット：・周りを意識しながら取り組む必要があり、受験では不可欠な経験である。 

（学校・入試は集団教育で成り立っているため） 
・体系的に講義が進んでいきやすい。 
・生徒は、易しい問題～応用的な問題まで幅広く触れることができる。 

     ▲一斉指導のデメリット：・一人一人違った説明の噛み砕き方をする時間は少ない。 
・マイペースでは演習量が不足しがちなので、演習の時間は別に確保する 
必要がある。 

 
○個別指導のメリット：  ・ペースを生徒の理解度に合わせる事ができる。思考時間を多く確保できる。 
            ・生徒が理解できるまで指導を受けることができる。 
▲個別指導のデメリット：・あくまで、生徒がペースを握っているので集団教育についていくスキル、 

模試の時間配分など、実践的に戦う感覚は身に付きにくい。 
                 ・体系的に指導するには、一斉授業より長い期間を要する。 
                 ・同じ大学を受験するライバルがどんな学習をしているかを知るチャンスが 
                  非常に少ない。 

上のようなジレンマを解消するため、稲伸ゼミナール大学受験部では、 

クロスオーバー(『Xover』)システム 

を採用しています。 

  代ゼミ講座タイム 『分かる場』本質の理解・学習課題の仕入れ 

受験生活は、そのスタート時点がその後を左右します。 
代ゼミ講座は全国レベルの講義を受け、何万人ものライバルの実状を知る場です。 
 

個別フォロータイム 『定着の場』理解度確認＋学習計画相談 

受験勉強の本来の姿とは、「一人で机に向かって取り組むもの。」で、代ゼミ講座で仕入れたこと、 
分かったことを生徒が自ら考え、自らの血肉にする時間が必要です。 
生徒や保護者様のお声を元にすると、 

『家でも勉強はしている様子なのにあまり結果に結びついていない。』 
ので、この時間のフォローをして欲しいというご要望が強いのです。 
代ゼミ講座により、稲伸の講師は学習内容だけではなく学習に向き合う生徒のやる気のケアや学習計画の 
模索に多くの時間をかけられるようになります。 
人間の脳は、１人として同じ構造の者はいません。また、生徒の心情面は毎日変化しています。 
Xover システムは、一人一人に合った学習計画を提示、その実行を柔軟に促せるシステムです。 

Toshin
テキスト ボックス
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＜Xover システム 学習の流れ＞ 
① （事前）生徒一人一人と稲伸の講師が相談し、代ゼミ講座を設定します。 

② （事前）塾に通う日も講師と相談して適切な日数を決めます。稲伸の講師は今『君』に何が必要か 

ということを生徒に説明する存在であり、決めるのはあくまで生徒なので学習習慣が定着化し、生活

の中で自主的な学習が当たり前になります。日数が多い生徒は指定自習席も提供しています。 

③ （受講日）代ゼミ講座は映像授業なので、自分の理解スピードに合わせて見ることができます。 

復習として繰り返し同じ回次を受講することも、予習として先々受講することも可能です。 

④ 理解度確認を、稲伸ゼミナール講師が個別に行います。 

⑤ 添削・フォローの時間を稲伸講師と生徒のコミュニケーションの時間とし、日々の継続的な学習を 

促す指導を『１対１』で行います。 

（生徒）自分が理解できている箇所・理解不十分な箇所はどこか？  

→ 自分の長所・成果を認める指導 ＋ 短所・失敗例を受け入れる指導 

       （講師）生徒の長所・成果をほめる指導 ＋ 短所・失敗例を認めて修正を促す指導 

           具体的に、今週はどの教材で何を学習すべきか。を伝えます。 

⑥ 自分が持っている教材に不自由さ・不便さを感じている生徒には、おススメの参考書・問題集など 

を紹介することで、視野の広い学習・理解が深まる学習を促します。実際に自分が選んで買った参考

書や問題集も活用している生徒は、非常に高いやる気を日々維持しています。 

 
 
 
 

『君の見ている景色を先生も見ています。』 

 
受験生は、将来の高い目標のために困難な課題に挑み日々の学校生活を送っています。つまり、生徒は毎日背伸

びすることを周りから求められています。そして、その周りにいるのは紛れもない『大人』という存在です。 
生徒が大人の指導を受ける時、大人の捉え方と生徒の捉え方が違っていることがあります。そもそも経験量や知

識が生徒と大人で同じわけはないのですから、生徒が見ている景色と、大人が見ている景色が違うのは当然です。 
 
授業を行う稲伸ゼミナールの講師には、『生徒が学習内容をきちんと受け止めているか、を知っておく義務』と 
『受け止められない生徒が、なぜ受け止められないかの原因を考える義務』があります。生徒が自ら受け止め自

ら考えられるようにならなければ、本当の力にはならないからです。 
 
稲伸ゼミナールでは、生徒に大人の主観を強要する指導はしません。その子が理解している領域から、今身につ

けなければならない領域まで手を繋いであげるのが稲伸講師の仕事です。 
背伸びしている生徒に、稲伸の大人は喜んで身をかがめます。 

Toshin
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月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

★中学部　中3生は速読必修です。「速読クラブ（速読理社国）」または
「速読クラブ（速読英語）」のいずれかを選択の上、必ず受講してくださ
い。

内容
・
方針

□１回３０分のトレーニングで
す。

□文章を速く正確に読み解く力
を養います。

□脳の処理速度を上げることが
できます。

内容
・
方針

□１回３０分のトレーニングで
す。

□英語長文を速く正確に読み解
く力を養います。

□速聴、シャドウイングなどリ
スニング力も身につけられま
す。

22:00～22:30 22:00～22:30

担当
小玉孝章（日本速脳速読協会
認定ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ）・福田武司

担当 小玉孝章・福田武司

18:50～19:20 18:50～19:20

19:20～19:50 19:20～19:50

14:00～14:30 14:00～14:30

15:00～16:50 15:00～16:50

開講曜日・時間 開講曜日・時間

特　設　講　座

速読クラブ（速読理社国） 速読クラブ（速読英語）

対象 小４～高卒生 対象 中２～高卒生
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Ver.2.53

月 火 水 木 金 土 日
Grade3-4（左苗） Grade3-4（左苗） Grade1-2（理恵）

16:50～17:20 16:50～17:20 11:00～12:00

算国（小玉） 算国（福田） 算国（福田）

17:00～18:50 17:00～18:50 17:00～18:50

理社演習（小玉） 英（福田） 国（理恵） 算（早苗）

17:00～19:00 17:00～19:00 17:00～19:00 17:30～19:30

15:00～16:50 15:00～16:50 15:00～16:50 15:00～16:50

18:50～19:20 18:50～19:20 18:50～19:20

数理（小玉） 英（福田） 英（幸男） 数理（小玉）

17:00～19:00 17:00～19:00 17:00～19:00 14:30～16:30

数理演習（小玉）
数・英講義

（小玉・福田）
英社演習（福田）

19:50～22:00 19:30～22:00 19:50～22:00

数理演習（小玉）
英・数講義

（福田・小玉）
英社演習（福田）

19:50～22:00 19:30～22:00 19:50～22:00

数理演習（小玉） 国（田中） 数（藤原） 英（福田） 英社演習（福田） 理・社（小玉）

19:50～22:00 19:50～22:00 19:50～22:00 19:50～22:00 19:50～22:00
19:00～20:25
20:35～22:00

19:20～19:50 19:20～19:50 19:20～19:50 14:00～14:30

22:00～22:30 22:00～22:30 22:00～22:30 22:00～22:30 22:00～22:30 22:00～22:30

代ゼミ数Xover
（壮）

国（田中）
代ゼミ英Xover

（左苗）
英個別（福田）

17:30～19:30 17:30～19:30 17:30～19:30 16:30～18:30

国（田中） 数Ⅰ（壮） 英（小玉） 数A（壮）

20:00～22:10 20:00～22:10 19:30～22:10 20:00～22:10

数Ⅱ（藤原） 英（福田） 国（田中） 数BⅠA（藤原）

20:00～22:10 20:00～22:10 20:00～22:10 20:00～22:10

SF数（壮） SF英（福田）

20:00～22:00 16:30～18:30

センター国読解
（田中）

代ゼミ数Xover
（壮）

代ゼミ英Xover
（左苗）

センター基古漢
（田中）

英個別
（福田）

17:30～19:30 17:30～19:30 17:30～19:30 17:00～18:00 16:30～18:30

センター数
（壮）

センター国読解
（田中）

受験総合英語
（左苗）

２次私大記述国
（田中）

20:00～22:10 20:00～22:10 20:00～22:10 19:30～22:00

受講可能時間 受講可能時間 受講可能時間 受講可能時間 受講可能時間 受講可能時間 受講可能時間

11:00～22:00 11:00～22:00 11:00～22:00 11:00～22:00 11:00～22:00 11:00～22:00 11:00～19:00

数学・物理
指導可（壮）

数学・物理
指導可（壮）

英語
指導可（福田）

16:30～19:30 15:00～19:00 11:00～16:00

英語
指導可（左苗）

数学・物理
指導可（壮）

17:30～19:30 20:00～22:00

　　　　　　　２０１９年度　時間割 丸亀城西教室

学年・クラス名

小学ジュニア英語

小学生　速読クラブ

小5・6　アドバンス

数学・物理
指導可
（壮）

16:30～
19:30

小
学
部

中学アドバンス
(少人数個別)

中
学
部

小１～６　アルファクラブ

中1　練成クラス

高
校
部
・
大
学
受
験
部

中２　練成クラス

高１・２　学校別個別
サクセスフォロー

中3　受験練成クラス

大手前高１練成クラス

中学生　速読クラブ

高１練成クラス

高２練成クラス

高2・３・卒生
大学受験部

【対面授業】
受験総合英語
センター数学

センター国語読解
センター基礎古漢
２次私大記述国語

高2・３・卒生
大学受験部

【代ゼミ授業】

受講可能時間
および

学習方法指導対応

※ 中学部の中３生（高校受験生）は、速読の受講を必修とします。「速読理社国」または「速読英語」のうちどちらかを選択の
上、受講してください。受講に関する相談は講師まで。
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