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夏期講習2020
丸亀教室

7/25(土)～8/29(土)

稲伸ゼミナール



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。

　※　「小学生スタンダード算国　夏期個別特訓」は17:00～18:50に開講します。（8日または12日通塾）

　・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回診断など）の結果にショックを受けた方。

　・夏休みしかできない学習法をお教えします。お悩みをお聞かせ下さい。

                    　　　　　　　　　　　　

２　モーニングスクール （小１～中２）【丸亀】

３　夏期算数プリペアスクール （小学３年～６年　各学年定員３名）【丸亀】

8/3(月)～8/19(水)
9:00～12:00

全10日(全30時間)

日時の詳細はカレンダーを
確認してください。

夏休みの宿題を仕上げます。
宿題を全て仕上げた後は、学校の学習で不安な単元をフォローしてい
きます。復習・予習、どちらでも希望の内容に対応します。
【持ち物】夏休みの宿題（感想文を書く人は原稿用紙も）
　　　　　筆記用具（定規・コンパスなども）
　　　　　タオル（汗ふき・手ふき用）
　　　　　飲み物（熱中症対策）、スリッパ（うわばき）

8/3(月)～8/19(水)
月・水・金

13:30～15:30
全６日(全12時間)

日時の詳細はカレンダーを
確認してください。

稲伸の夏はしっかり予習！
長引いた休校、遅れている勉強をどうすればいいのかと悩んでいると
思いますが、稲伸ではあえて「予習」を行います！　各学年で必修の
単元に絞り、深くしっかりと学習していきます。
【学習単元】　小３…「分数」基礎から同分母のたし算ひき算まで
　　　　　　　小４…「分数」約分・通分からかけ算・わり算まで
　　　　　　　小５…「割合」基礎から文章題まで
　　　　　　　小６…「速さ」基礎から文章題まで
【持ち物】筆記用具（定規・コンパスなども）
　　　　　タオル（汗ふき・手ふき用）
　　　　　飲み物（熱中症対策）、スリッパ（うわばき）

夏期講習2020

7/25(土)・26(日)
※通常講座は休講で

す。

14:00～22:00
の間でご希望の日時を

お知らせください。(別紙参照)

山本壮太郎　小玉孝章
田中康博　  福田武司

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！



①各時代の重要人物を覚える。

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。

４　アドバンス算国 夏期強化特訓 （小学５・６年）【丸亀】

　　　　教科書太字の人物全員、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。

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。			

過年度、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。確かな学力を付けるべく、この夏は、高校
入試５教科特講（66時間）＋アフターヌーン特設個別特訓（30時間）(→次ページへ)　の受講を強く薦めま
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。

算数(火曜)
全４日(８時間)

国語(水曜)
全４日(８時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

□算数　…学年内容にとらわれないメニューで小学→中学への流れを体系的に理解できるように指導します。
　①理解の早い生徒には次学年の内容も指導します。理解定着が弱い場合は徹底的な復習をできるまで個別指導します。
　②テストプリントで実戦力を養成します。
　③文章題や思考力を求められる問題に数多く向き合わせながら、自分で考えを深めるように個人レッスンを重視します。

□国語　…SAPIXメソッドコアマスター相当の教材を厳選し、読解力養成のためのカリキュラムで進めます。
　①漢字・熟語の理解を強化、漢字検定の対策も併せて行います。
　②読解問題は指示語、文の構成など正しい読解方法で文章の要点をつかみ、設問への解答力を鍛えます。
　　とくに記述問題に時間を割き、文章の要約力、推敲力を身につけさせます。
　③「速読解・思考力養成講座TERRACE」を受講してもらい、脳力や学習処理力の向上を促します。

水・金…全８日(16時間)
17:00～18:55

土………全４日(６時間)
13:00～14:30

日時の詳細はカレンダーを
確認してください。

□算数　…コロナ休講明けのハイペース授業で理解不十分な重要単元の徹底復習と２学期重要単元を先取り学習を行います。
　①インプットは導入教材として好評の「エデュプラス」を補助教材に、一人ひとりのペースに沿って進めます。
　②演習では、一人ひとりの理解を担当教師が細かくチェック。反復練習が必要な生徒にはマイプリントを追加練習させます。
　③理解の速い生徒のために、先取り教材を用意。学習内容をどんどん先に進め、楽しく理解させます。
□日本語活動（国語）…名文暗唱をはじめ、頑張りに達成感を持たせ、国語が楽しくなるよう随所に工夫を設けております。
　①語彙の強化　熟語パズル、言葉集めなど、輪読など、五感を使った指導を行います。
　②読解　　　　理解度に合わせた文章を読み、的確に読み解く学習を積み上げます。
　③表現　　　　テーマを決めて、声に出しながら討論したり、気づきを深める自由作文やレポート作りを行います。
※少人数指導です。定員に達しましたら募集を締め切ります。
※授業の開始前、後に「速読解・思考力講座TERRACE」を受講し、総合的な脳力トレーニングを毎時行います。

　7/27(月)～8/29(土)
【５教科】

全21日(66時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

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。この授業で			

■　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。
を目指します。

５　スタンダード算国 夏期個別特訓 （小学生）【丸亀】

６　中３高校入試５教科特講（英数国理社） （高校受験をする中３生）【丸亀】



※９「理社」のみでの受講は受け付けておりません。ご相談下さい。

７　中学アフターヌーン特設個別特訓 （中１～３年）【丸亀】

1３　高校サクセスフォロー（英・数） （高校生）【丸亀】

８　中１・２練成講義＋演習（英・数） （中１～２年）【丸亀】

９　中１・２理社 （中１～２年　定員８名）【丸亀】

10　中学アドバンス（英・数・国） （大手前中１～２年）【丸亀】

7/27(月)～8/29(土)
英語　　　　　全５日(10時間)
数学　　　　　全５日(10時間)

夏期特設国語　全４日(８時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

実力テストに向けて既習内容完全クリアへ！
■　２学期に向けた予習として、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。
■　実力テスト頻出問題を中心に増やし、各科目の強化を目指しま
す。
　　※理社の映像授業も選択できます。（費用別途）

8/3(月)～8/19(水)
全10日(20時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

丸亀西中連続1位を輩出した映像授業コンテンツと大手前、附属中、その他公立中のTOP生徒を指導してきたベテラン専任講師が直接、個別指導を行いま
す。この講座は夏期限定、少人数定員制です。推奨は中学3年生ですが、チャレンジ精神の高い中１・中２生の参加も認めます。
（授業の流れ）
①あらかじめ講師と相談して作成した学習カリキュラムに沿って勉強を進めます。
②インプットのための教具は「ベーシックウィング」という市進学院（関東の大手予備校、塾）が講義した「塾の生授業」です。集中して視聴学習させ、
ノートにまとめます。その際に、稲伸の講師から具体的なノート指導、質問指導、類題オリジナルプリント作成により演習（自立学習）をさせます。その
学習過程に講師が介入することで、勉強の仕方が劇的に改善します。
③その日の講義で学んだことを「自分の勉強の記録」というレポートにまとめて、自分で家庭学習を決定します。

早い時期から自分で計画を作り、講師からのアドバイスやレクチャーに耳を傾けながら、自ら学ぶ姿勢を養うことで、高校や大学受験の際の勉強の方法が
無理なく体得できます。教科書や参考書を使った自学自習力を養うコースです。とくに高校受験、中でも上位校を目指している人に強くお勧めします。

7/28(火)～8/29(土)
全10日(30時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

「授業でわかり、演習で固める」→　全30時間すべて英語数学に。
■　予習内容と復習内容を対面講義と演習で的確に指導します。
■　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)と弱点強化演習を行います。

7/28(火)～8/29(土)
全４日(12時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

１学期に学習した内容を強化するために、
　　①　理解の不足箇所を個別に講義（インプット）
　　②　講義を板書してまとめる（整理）
　　③　テスト形式で確認（アウトプット）を行います。
理解度確認など指導効果の観点から、定員は８名までとします。事前
に学習メニューを個別に面談し、決定します。

7/27(月)～8/29(土)
英語　　　　　全５日(10時間)
数学ⅠA   　　全５日(10時間)
国語　　　　　全５日(10時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

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。
■　予習だけでなく定期的な復習の日も設けています。
■　学期講座よりも時間数を増やし、各科目の強化を図ります。

7/27(月)～8/29(土)
英語　　　　　　　　全16時間
数学ⅠA or ⅡB　　　全32時間
国語　　　　　　　　全14時間

開講日時はカレンダーを
確認してください。

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。
■　学期講座よりも時間数を増やし、各科目の強化を図ります。
■　予習だけでなく定期的な復習の日も設けています。
■　英数国３科目を受講する場合は、代ゼミ講習講座を特待生として
受講できます。この夏に合わせて理科や社会の強化を図りましょう。

11　夕方GradeA　受験基礎（英・数・国） （大手前中３年・高校生）【丸亀】

1２　夜間GradeA・GradeB　受験基礎（英・数・国） （高校生）【丸亀】

7/27(月)～8/29(土)
SF英語　　　全５日(10時間)
SF数学　　　全６日(18時間)

開講日時はカレンダーを
確認してください。

徹底した演習により、確かな理解と定着を！
■　学校で習った学習をとにかく定着させ、評定を上げるため、演習
を通じて個別に指導します。個人指導ではありません。
■　学期講座よりも時間数を増やし、各科目の強化を目指します。



GradeC　対面受験指導

対象 大学受験生（高２・高３・既卒生）

曜日
時間 開講日時はカレンダーを確認してください。

代ゼミ映像講座　速習パック

対象 大学受験生（高２・高３・既卒生）

曜日
時間

受講可能日時・指導可能日時・自習室利用可能日時はカレンダーを確認してください。

自習室について

※　8/3～8/24（土日と休館日を除く）は、9：00～22：00 無料開放します。
　　上記以外の日（日と休館日を除く）は、11：00～22：00 無料開放します。
　　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。

方針
内容

□　数学・国語・英語の対面形式で受験指導を行います。

□　GradeC　対面受験指導一覧
　　　・共通テスト数学　　　　　　（山本壮太郎）　月曜　19:00～22:10
　　　・受験総合国語　　　　　　　（田中康博）　　水曜　17:30～19:30
　　　・共通テスト国語　　　　　　（田中康博）　　水曜　20:00～22:10
　　　・受験総合英語　　　　　　　（小玉左苗）　　金曜　19:30～22:00
　　　・受験基礎古漢　　　　　　　（田中康博）　　土曜　17:30～19:00
　　　・２次記述国語　　　　　　　（田中康博）　　土曜　19:30～22:00
　　　・小論文対策(総合系)特講  　（田中康博）　　土曜　16:00～17:15

□　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TERRACE」「速読英語」も大学入試での問題処理力向上のため、受講を強く推奨しま
す。

方針
内容

□　速習講座とは、前年度に代々木ゼミナールで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。
□　GradeC　対面受験指導(数国英)を併用すると、より網羅的に学習できます。
□　代ゼミ夏期講習会、代ゼミ冬期直前講習会は別途受講料がかかります。
□　「速読TERRACE」「速読英語」の受講を強く推奨します。「共通テスト」の英語は大量の
長文が出題されます。ズバリ「速読英語」を受講して下さい。
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TERRACE」「速読英語」割引適用対象講座です。



★低学年からの速読（音読）メニューもあります！

速読TERRACE(テラス)

対象 小１～大学受験生

曜日
時間

１回30分／夏期期間中に10回受講

速　読　英　語

対象 中１～大学受験生

方針
内容

小学生には国語読解トレーニング、中学生には理社の一問一答トレーニング（中１～３内容）
があり、読解力養成のメニューが豊富！
高校生はセンター評論を題材に速読トレーニングができます。
もはや、「やらない理由は無い」です。

★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。

曜日
時間

１回40分／夏期期間中に10回受講

方針
内容

★英語速読⇒大学入学共通テスト(新入試)にも効くコン
テンツ！

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。
卒塾生の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！
★英検対策コースと大学受験理系コース追加しました！！
★高校生の受講を奨めます！！
　　　　（大学入学共通テストは「読解100点」「リスニング100点」です。）

そのほか個別学習の支援ツールとして高校生用映像講座『代ゼミ』または、中学生用映像講座
『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
 ２０２０年７月　稲伸ゼミナール

引き落とし日…８月１１日（火）
月謝，諸経費などのお問い合わせは，
０８７７－２４－７１８５　山本理恵まで。

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。

講座・クラス名 学年 時間数 受講料(税込)

モーニングスクール 小１～中２ 30h 27,500円

夏期算数プリペアスクール 小３～小６ 12h 22,000円

16h 20,900円
速読費用含む

小１～小４

24h 28,380円
速読費用含む

16h 21,780円
速読費用含む

24h 29,700円
速読費用含む

アドバンス算数　併用 小５・小６ 13,200円

アドバンス国語　併用 小５・小６ 13,200円
各8h

ジュニア英語GradeB＋速読 11h 12,100円
速読費用含む

ジュニア英語GradeB＋算国＋速読 21h 24,200円
速読費用含む

ジュニア英語GradeC＋算国＋速読 小５・小６ 21h 26,400円
速読費用含む

速読講座TERRACE
（速読解・思考力講座）

小学生以上 12h 11,880円

練成講義＋演習（英・数）
＋速読TERRACE

30h 36,300円
速読費用含む

練成講義＋演習（英・数）
＋理社＋速読TERRACE

42h 44,880円
速読費用含む

高校入試特講【国語】 中３ 12h 14,520円

高校入試特講【数学】 中３ 15h 18,150円

高校入試特講【英語】 中３ 12h 14,520円

高校入試特講【理科】 中３ 15h 18,150円

高校入試特講【社会】 中３ 12h 14,520円

中１～高３ 11,880円

中１～３

高校入試特講【５教科パック】
速読TERRACE

中３ 66h 55,570円
速読費用含む

10h 17,600円
映像授業費用含む

中学アドバンス英語 10h 17,600円

20h 31,900円
映像授業費用含む

速読TERRACE　講習生 小１～高３ 11,880円

速読英語　講習生

8h 14,080円

中学アドバンス数学 10h 17,600円

46,420円
速読英語費用含む

中
学
部

中学アドバンス
フルパック英数国＋速読

28h

中学アドバンス国語

12h

アフターヌーン特訓
映像講義学習＋対面個別指導

小５・小６

年長～小４

夏期特設

小
学
部

スタンダード算国
（速読TERRACE受講）

大手前
中１・中２

中１
・

中２



38,500円
速読英語費用含む

夕方GradeA　受験基礎
英数国＋速読英語

30h 49,500円
速読英語費用含む

夕方GradeA　受験基礎
英数＋速読英語

夜間GradeA・B　受験基礎
英語＋英検対策＋速読英語

高校生 16h 30,580円
速読英語費用含む

大手前中３
高校生

夜間GradeA・B　受験基礎数学 高校生 32h 42,240円

20h

夜間GradeA・B　受験基礎国語 高校生 14h 23,870円

夜間GradeA・B　数国パック 高校生 46h 51,610円

夜間GradeA・B　英数パック 高校生 48h 57,140円
速読英語費用含む

夜間GradeA・B　英国パック 高校生 30h 44,550円
速読英語費用含む

夜間GradeA・B　英数国パック 高校生 62h 68,090円
速読英語費用含む

サクセスフォロー　英語 高校生 10h 17,050円

サクセスフォロー　数学 高校生 18h 30,690円

サクセスフォロー英数パック 高校生 28h 41,250円

※　GradeC 対面受験指導の受講料は、学期中と同じです。学期の料金表をご覧下さい。

※　代ゼミ講座の受講料は、代ゼミ講座パンフレットをご覧下さい。
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部


