
難関大 =稲伸

当てはまりませんか？？

□　いつからか学校の勉強が分からなくなったので、 正直な話、 勉強は後回しだった ・ ・ ・ 。

　　「高校生活の一番の思い出は部活です！」 さあ、 これからどうしよう ・ ・ ・ 。

□　志望校はなんとなく決まっているが、 具体的な勉強の計画がまだ立っていない。

　　どこから手をつけていいものか悩んでいる。

□　受験のことに関して気軽に相談できる相手がいない ・ ・ ・ 。

□　友達で成績が良い子は自発的に勉強を進めているなあ。 なんでできるんやろ？と思う。

□　友達や大人から、 「君の志望大学とこの問題集は合ってないなあ。 これ必要ないんちゃう？」

　　と言われたことがある。 じゃあ、 どうせえっちゅうねん ・ ・ ・

□　周りからは勉強しろ、 頑張れ、 頑張れとプレッシャーが来るんやけど、

　　学校の宿題以外に受験勉強って自分ではどうしていいか分からない。

□　ぶっちゃけ、 テスト期間ぐらいしか勉強してないっす！ヤバい感じがする ・ ・ ・

□　学校の授業はなんとかついていけているが、 このままで本当に合格できるのか不安 ・ ・ ・ 。

□　志望校合格に、 もっと直結する学習メニューはないのかなあと悩んでいる。

　　あと、 ８か月だしこのレベルで受かるのかなあ。 難しいことやった方がいいのかなあ？

予習復習ナビ 

スタナビ 

デイスタナビ 

ライブ授業 +デイナビ 

クロスオーバー 

超速習パック 

期間限定 

今月の？　10 人限定 

センターで数学を使う

今の内容をしっかり定着させたい高１・２生へ

『部活生応援窓口』 にて、 無料受験相談を受け付けております。

自分だけの受験プランを作りましょう！　→　学校の帰りに稲伸へ！ 

講習会２講座を皆様に無料プレゼント！

詳しくは→(7 月末までの限定受付 )

↓30 秒チェック！

告知第 2 弾！

香大文系パック ( センター特化型）

京大文系パック ( 英語特化型 )

 or 電話 24-7185 まで！

受験生のリフレッシュスペース受験生のリフレッシュスペース

７月末まで
の限定受付

無料相談
は先着

20 名様

Amazon ギ
フト券贈

呈！

第１志望合格のカギは理社強化！

稲伸には、 進路相談の先生 ・ 英数国理専門の先生がいますので、 分からないことを放置せず、

すぐに質問できます。 その後の学習相談と合わせて生徒個別にケアしています。

学校→塾直行！３時～ 10 時まで使える学校→塾直行！３時～ 10 時まで使える

志望校に直結したムダのない代ゼミ授業＋すぐに質問できる！志望校に直結したムダのない代ゼミ授業＋すぐに質問できる！

→　即解決！質問 ・ 進路相談は、 もちろん先生と 1 対 1 で！→　即解決！質問 ・ 進路相談は、 もちろん先生と 1 対 1 で！

昨年度合格実績昨年度合格実績

君だけの専用自習席　毎日利用可！

代ゼミの 「赤いテキスト」 は、代ゼミの 「赤いテキスト」 は、

入試本番に的中！→　入試本番に的中！→　

プライベート感覚のセパレート型プライベート感覚のセパレート型

自分のスペースで集中できる！自分のスペースで集中できる！

代ゼミサテラインゼミは、 最難関と言われる大学に合格した実力ある講師の中で、 さらに 「超」 がつく講師陣を採用しています。

毎年全国で万単位の生徒が受講しています。 また、 毎年の入試傾向と長年の受験指導から蓄積されたオリジナルテキストを使用します。

他の参考書は必要ありません。 代ゼミの 「赤いテキスト」 は受験生のバイブルです。

この 「超」 講師陣の授業を、 プライベートブースで、 早送りや早戻し、 倍速再生など自分のペースで受講することができます。

学校と両立する現役生など時間に制限されず受講できます。

自分で解決ができないとき、 勉強に迷いが生じたときは、 教科の先生に

気軽に質問 ・ 相談をして下さい。 稲伸は、 そんな子に丁寧にお教えする塾です。

　すぐに質問 ・ 進路相談ができる！　すぐに質問 ・ 進路相談ができる！

→　即解決！もちろん先生と 1 対 1 で！→　即解決！もちろん先生と 1 対 1 で！

先輩たちのサクセスボイス

新高１生の皆さんへ　稲伸ゼミナールの
   「分かる→できる」 実力定着コース
「解き方を習う」 塾はダメ
「過去問に頼りっきりの学習」 ではダメ
「日々の学習法」 を教えてくれる塾
継続すること ・ 試行錯誤することが最も効果大
「勉強」＝「作業」 ではダメ

今年もセンター試験５教科の全国平均点で、 数学ⅠAⅡB がワースト１位
になりました。
を貫きました。
に輝きました。
を防衛しました！

これに加えて 「共通テスト」 は、 センター試験より平均点がさらに 30％下がる、
というデータがあります。 （試行調査より）

現役 vs 卒生　推移比較

高３ ・ 既卒生→この面
高１ ・ ２生→ウラ面へ

「より寄り添うグレード制」時間割「より寄り添うグレード制」時間割

にフォーカス！

「必然性で解く物理」は
代ゼミの

高校３年生・既卒生の皆さんへ

新高 1 生

(GradeA)

新高２生

(GradeB)

月謝制　 英・国 (各週１回 )・・ 13,000 円＋税      数学 (週２回 )・・ 20,000 円＋税

　　　　 週３割引パック・・・・28,300 円＋税      週４割引パック・・33,000 円＋税 

無料体験お申込の方全員に、 代ゼミ講習２講座 (33000 円相当 ) を無料プレゼント！

0877-24-7185
丸亀市城西町 2-2-34

第１志望に向かって、

理想的な学習環境があります！

受験空間＝親身の指導 + 静寂

数・国・英　「対面講義＋演習」
英は毎回「リスニング」付き！

新高１生の皆さんへ　稲伸です。高校内容の 「思考法」「思考法」
 「学習定着法」「学習定着法」
お教えします。

いよいよ 「新」 大学入試制度が始まります。 今までのような
「過去問パターントレーニングに頼りっきりの学習」 では手も足も
出ない時代がやって来ました。
大学入試センター試験全国平均ワーストの数学にどう対処しますか？
今は全国の高校生にとって　非常事態非常事態　なのです。

稲伸ゼミの指導は臨場感たっぷりの一斉講義＋演習が主です。
「概念の本質を理解する」「概念の本質を理解する」 ための説明と 「あなたはどう考えてい「あなたはどう考えてい
るの？」 「これって何だっけ？」 「なぜその解法になったのか？」るの？」 「これって何だっけ？」 「なぜその解法になったのか？」
という質問を返すことが頻繁にあります。 その上で 「自分の言葉で「自分の言葉で
説明できる」説明できる」 ように指導します。 それが 「自分で考えて解ける「自分で考えて解ける実力」実力」
になります。 講義は一斉に行いますが、 演習は先生が一人ひと
りの鉛筆の動きを見ています。 詰まっている子にも必ず声をかけ、
とっても丁寧にサポートします。 巷の塾でありがちな
　　　　「先生が成績の良い子だけを贔屓する。」　　「知りたい疑問に答えてくれないまま、帰る羽目に。」
　　　「先生の言葉に具体性がなく、頑張れという精神論が多い。」　　「正解は出たけど意味が分からん。」
　　　「塾の宿題や先生に振り回されて、積極的な学習ができない。」

こんなこと稲伸ではあり得ません。こんなこと稲伸ではあり得ません。 稲伸に来て、 考える→分かる→手が動く、 という達成感を味わって下さい。
また、 定期テスト期間中は専用対策問題を使った演習徹底型授業で進めていきます。

数学に限らず、 高校内容は基礎内容の本質を理解し、 それを使って試行錯誤することが必要です。
　　　　　　考えて試す　→　違う方法を試す　→　何回も繰り返す　→　正解出た or 出なかった
「正解出なかった」 でも良いのです。 試行錯誤を繰り返すと、 正解よりも価値あるものを得られるからです。
試行錯誤すれば 「高次元の思考」 ( 初めて見る問題を読み解く為の考え方 )「高次元の思考」 ( 初めて見る問題を読み解く為の考え方 ) が身に付くのです。

大学入試センター試験　各科目の全国平均点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 受験者が 10000 人以上の主要 19 科目 )

新高 １ 生も知っておいて下さい ！ 右下の表を見て下さい。
大学入試の全国平均で数学ⅡB が ６ 年連続ワースト 1or 2 ！
更に ！ 今年は、 数ⅠA＋ⅡB で Ｗ ワースト ！ ！　数ⅡB　５割切った ！

稲伸ゼミナール高校部 ・ 大学受験部

　　　2020 年度入試合格実績
　大阪大学（外国語）
  早稲田大学（人間科学）
  ＩＣＵ国際基督教大（教養）
  Ｕnited Ｗorld Ｃollege

【国公立】広島大（工）・岡山大（経済・教育）・香川大（教育）
　　　　 徳島大（理工２名）・兵庫県立大（国際商経２名）
　　　　 岡山県立大（保健福祉）・名桜大（人間健康）

【私立】東京理科大（理工）・同志社（スポーツ健康科学）
　　　 関西学院大（理工・文・教育・人間福祉）
　　　 関西大（人間健康・社会）・同志社女子大（現代社会）
　　　 京都女子大 (発達教 )・神戸親和女子大・神戸女子大
　　　 京都外国語大・関西外国語大・武庫川女子大（薬）
　　　 京都産業大 (経済 )・近畿大（国際）・龍谷大（経済）
　　　 神戸学院大・追手門学院大・日本大（理工・スポーツ）
　　　 駒澤大（文・ＧＭＳ）・東海大（国際）・ノートル清女
　　　 就実大 (教 )・岡山理大・沖縄国際大　　　ほか多数


