
2023年度

塾 案 内

本松学習塾
ほ ん ま つ

本松学習塾は勉強を真剣に頑張りたい生徒のための個人塾です。

目標に向けて努力する生徒を塾長が全力で指導します。

TEL 0287-36-9450
homepage https://honmatsu-juku.com

（本松教育グループ・名門公立高校受験道場会員）



一、 塾長が指導の中心

塾長が中心となり授業を行います。

一貫した、きめ細やかな指導を責任をもって行います。

一、勉強の過程、努力の価値を重視

塾ですから「結果」を出すことは当然大切ですが、

結果さえよければ手抜きをしてもよいという指導は

いたしません。

勉強し、努力してきた自分を将来誇りに思えるよう

に指導します。

一、わかりやすい授業、しっかり定着させる演習

簡潔で明快なわかりやすい授業をします。

そして個別演習を通じて自分で問題を解けるようにな

るまで指導し、最終的に応用問題を自力で解ける思考

力の養成を目指します。

一、ライバルは自分自身
勉強は自分との戦いであって、決して他人との競争では

ありません。

自分を甘やかさず、目標に向けてどれだけ鍛えられるか

が大事です。

昨日までの自分を超えて、日々成長できる自分になれる

ように指導いたします。

本松学習塾の指導方針



塾長紹介

本松 浩一 (ほんまつ こういち)

1972年 埼玉に生まれる。

1988年 埼玉県鴻巣市立（旧吹上町立）吹上中学校卒業

1991年 埼玉県立浦和高等学校を卒業

1996年 中央大学法学部法律学科を卒業

大学在学中から、家庭教師として中高校生を指導。

就職して一度教育業界から離れるものの、子どもたちと接するボランティア経

験の中で子どもに勉強を教えたいという強い思いが再燃。

長野県にある学習塾に専任講師とし勤務。小学生から高校生まで幅広く指導す

る。

2009年春、本格的な個人塾を作るため退社。同年秋、実家のある那須塩原市(20

05年に両親が埼玉から移住)で塾を開校。

2012年夏、塾を運営する合同会社ホンマツを設立。代表社員に就任。

2013年秋、全国の塾長とともに、書籍「高校受験 全国実力派の塾長が語る100

の学習法」(エール出版)を出版。

2013年冬、「名門公立受験道場」に参加

2017年,2018年、下野新聞「必勝受験塾」のコーナーに連載（英語、社会担当）

2017年春、宇都宮市に英語専門塾「進学塾EX」を開校。

2018年春、下野新聞社進学指導委員に就任。

2021年春、本松学習塾と進学塾EXを統括する「本松教育グループ」を設立

2021年秋、全国の塾長とともに、書籍「自学力の育て方」(KADOKAWA)を出版。

ごあいさつ
組織化された大きな塾ではなく個人塾でなければできない教育がある。

そう思い、2009年秋に当塾を開校し、地域の皆様に支えられ、2023年

度を迎えることができました。

今年度は開塾して15年目を迎えることになります。

最近は情報が気軽に手に入る社会になり、失敗につながるような挑戦

を避ける世の中になりました。そんな昨今の風潮の中で、積極的に自分

の限界を超えようとチャレンジをする生徒と向き合っていく。そんな熱

い塾こそが本当に求められているのだと思います。

数ある塾の中から当塾を選んでよかったと言われるような塾でありた

い。子供のことを誰よりも真剣に考える塾でありたい。この思いをしっ

かり胸に抱き、今後も身を引き締めて指導を充実させて参ります。

どうぞよろしくお願いいたします。

塾長 本松 浩一



小学部
対象：小４～小６

算数は学校の指導内容に完全準拠。
国語は学校の指導内容に加え実力問題で読解を訓練。
英語は読む・聞く・書く・話すをバランスよく鍛えます。

※ご注意

・私立中学受験希望者向けの授業は行いません。また矢板東附属中受験希望者向けの授業も行いません。

・国語・算数コースは、通常の宿題に加え、各科目年間１２回の確認テストが宿題として出されます。

コース案内

算数コース

中学の定期テストでは計算問題から文章題まで幅広く出題されますので、小学生からしっかりとした準備
が必要です。計算は算数の基礎ですが、そればかりでなく文章題や図形問題などの考える問題に積極的に
取り組んでいきます。
当塾では小学校で使われている教科書に沿った指導をいたします。個別指導でわかりやすく要点を解説し、
問題演習を実施。計算力と思考力をバランスよく身につけます。

国語コース

きちんと文章を声に出してスラスラ読めるようになること。意外にこれができない子が少なくありません。
当塾では漢字や語句の意味などの基礎知識の定着を徹底させ、学校教科書の読解問題を演習。教科書以外の
記述問題専用テキストを使い、読解力を高めます。

英語コース

中学で英語を得意科目にすることを目標にします。
中学準備のためには、英語への関心を高め、読む・聞く・話す・書くをバランスよく練習する必要があり
ます。
当塾では個別指導で、しっかりとした英語力の基礎を作ります。英語検定にも積極的に挑戦していきます。

時間割

国 語

算 数

英 語

以下の時間から選択できます。(国語,算数,英語から受講科目を自由に選択)

小４～小６ 時間帯共通の個別指導です。 (１科目に付き60分）

火 水 金
午後５：１０～６：１０

午後６：１０～７：１０



納入金 ※すべて消費税込み

入 会 金

１８,０００円

※入会金無料について

①現在または過去の在塾生の兄弟姉妹が入会する場合、入会金無料です。

②兄弟姉妹同時入会の場合、１人分の入会金で全員が入会できます。

授 業 料

国語・算数コース 週１時限(60分) ６,６００円

週２時限(120分) １３,２００円
英語コース 週１時限(60分) ８,８００円

※受講科目・受講時限数を選択できます。

（例：国語コース週１時限＋英語コース週１時限＝6,600円＋8,800円＝15,400円）

※当塾では年間４０週分の授業を行います。

年度途中に入会の場合、入会月の授業料を実際の受講時限数に応じ調整します。

教 材 費

算数コース ５,５００円

国語コース ６,６００円
英語コース ９,９００円

※入塾時、および年度初めの4月に納入していただきます。

※年間を通して利用するテキストと塾で作成したプリント代を含みます。

※学習進度により新しい教材が年度途中で必要になるときがあります。

スポット

授 業 費

当塾では必要に応じ､各種検定対策、弱点対策などのスポット講座を行います。

料金はその都度お知らせします。

参加は強制ではありません。

特 別

講 習 費

春夏冬に特別講習を行います。特別講習は原則受講していただきます。

授業料には含まれませんのでご注意ください。

※上記以外の費用はかかりません。



中学部

教科書内容を完全に定着させ、思考力も養成。実力テスト・

定期テストでの高得点・志望校合格を目指します！

・授業形式は集団形式ではなく、個別演習形式です。個別演習形式とは複数の生徒に塾長やアシスタントが個々

に対応する形式です。 塾に通って講義を聞いているだけでは力はつきません。成績を上げるためには演習が必

要です。個別演習形式は学習の質・量をともに求める人にとって、 適な学習法です。

・先生１人で 大８名くらいの生徒を指導します。各自のレベルに応じてテキストを進め、一定量やったら１対

１でわからない所や重要ポイントを個々に説明し、指導を受けます。

・得意な生徒はどんどん進めていくことができますし、つまずいたところはしっかりと説明を受けることができ

ます。「わかっている所の説明まで聞かないといけないので時間のロスになる」とか「質問しにくい」という

ことがありません。

・先生１人が２～３人の生徒に対応する「個別指導」とは違いますので、勉強に対する意欲がない生徒には向い

ていません。やる気があり、大高、大女、宇高、宇女、矢板東、黒磯等の進学校を目指す生徒を鍛えることを

目的にカリキュラムが設定されています。

コース案内

中1,２ ５科目コース … 週４時間で５科目の指導
（時間の目安 英数…各80分,理社…各30分 国…20分 生徒に合わせ変動)

週４時間で５科目指導を行いますので、本コース受講にはある程度の基礎力が必要です。（定期テスト300点程度以上）

基礎力が不十分と塾長が判断した場合、下記コースを受講してください。

中１,２ 英数２科目コース … 週４時間で英数２科目の指導
（時間の目安 英数…各120分 生徒に合わせ変動)

英数のみ集中的に受講するコースです。英数の基礎力に不安のある生徒、または国理社は自分で学習できるので英

数に集中したい成績トップの生徒向けです。

中３ ５科目コース … 週５時間で５科目の指導
（時間の目安 英数…各80分,理社…各30分 国…20分 定着演習…60分 生徒に合わせ変動)

週４時間で５科目指導を行い、定着させるための演習を１時間行うコースです。中３は受験学年なので、原則本コー

ス受講となります。

※全コース共通注意事項

・勉強より部活動や他の習い事の方が大切だという生徒、部活動等のせいで勉強に支障をきたしている生徒は

受講できません。

・中３の部活の引退後に勉強 優先の生活をできない生徒は受講できません。

※上記時間以外の受講ご希望の場合、ご相談ください。

時間割
中１・中２

以下の中から週２回・４時間選択

①午後６：１０～８：２０（火水木金）(7:10～7:20は休憩)

②午後７：２０～９：２５（火水木金）

中 ３

以下の中から週２回・５時間選択

①午後６：１０～８：５０（火水木金）(7:10～7:20は休憩)

②午後７：２０～９：５５（火水木金）



納入金 ※すべて消費税込み

テスト費

・中３は下野新聞模擬テスト（下野新聞社主催）を受験します。その学年の指導

状況に応じて参加回数を決定いたします。（通例中３は4～5回実施。中1，2は

実施せず）。1回 4,000円

・当塾が加盟している名門公立道場の模試に参加します。1回3,800円,年2～3回。

入 会 金

１８,０００円
※入会金無料について

①現在または過去の在塾生の兄弟姉妹が入会する場合、入会金無料です。

②兄弟姉妹同時入会の場合、１人分の入会金で全員が入会できます。

授 業 料

・中１ ２６,４００円 （５科目コース,英数２科目コース）

・中２ ２８,５００円 （５科目コース,英数２科目コース）

・中３ ３３,０００円 （５科目コース）

※当塾では年間40週分の授業を行います。(中３の39,40週目は入試前に振替えます）

年度途中に入会の場合、入会月の授業料を実際の受講時限数に応じ調整します。

※中３の入塾は８月までです。９月以降の入塾は塾長が特別に許可をした場合に

限ります。ただし、高校受験しない生徒(中高一貫校の生徒等)は入塾できます。

※兄弟姉妹割引
兄弟姉妹で中学部・高校部に在籍している場合、お２人目の(低廉な授業料の

方)の毎月の授業料を3,000円割引いたします。但し３人目以降のご兄弟には兄

弟割引は適用しません。

教 材 費

中１・中２ ５科目コース ３０,０００円
(年間)

英数２科目コース １２,０００円

中３ ５科目コース ４０,０００円(年間）

※年間を通して利用するテキストと塾で作成したプリント代を含みます。

※学習進度により新しい教材が年度途中で必要になるときがあります。

その際は教材費が別途必要になります。

※中３は入試対策用のテキストを含みます。入試前に過去問を別途ご購入いただきます。

※教材費は原則4月または入会時に一括払いですが、 大12回までの分割払も可能です。

スポット

授 業 費

当塾では必要に応じ､各種検定対策、弱点対策などのスポット講座を行います。

料金はその都度お知らせします。参加は強制ではありません。

※中３生対象の入試対策特別講座を秋に開講します。

これまでの実施例：英検対策講座、はじめての英語講座、入試問題演習講座

特 別

講 習 費

春夏冬の長期休みに特別講習を行います。中３生は秋期特別講座または合宿を実

施予定です。特別講習は原則受講していただきます。授業料には含まれませんので

ご注意ください。

※上記以外の費用はかかりません。

合格実績
(県立高校は2011～2022年）

(私立高校は2016～2022年）

栃木県立高 私立高
・宇都宮女子高 11名 ・作新学院 トップ英進 ８名

・宇都宮中央高 １名 英進選抜 ３０名

・宇都宮東高 １名 ・宇短附 特別選抜 ４名

・大田原高 ３４名 特進 １９名

・大田原女子高 ３２名 ・文星女子 秀英特進 ２名

・黒磯高 ２８名 他 ・矢板中央 特進 １０名 他



高校部

個別指導、映像授業、自主学習の管理を組み合わせ、学校
の授業のフォローから大学入試対策まで個別にサポートし
ます。

高校生の勉強内容は難しく、量も多いです。そのような状況では、「理解・演習・定着」を高校生自ら主体的に行

うことが大学入試を突破する一番の方法です。当塾の高校部では個別指導による直接指導、自主学習の管理、フォロー

アップのための映像授業、自習環境の提供を組み合わせ、大学受験をサポートしていきます。

◇◇高校部入塾条件◇◇
①四年制大学への進学を希望すること。②自主学習の重要性を認識し、必要な学習時間を確保できること。③部活を

やる者は勉強ときちんと両立させる強い意志があること。④アルバイトをやらず、勉学に集中できること。⑤高校生

にふさわしい態度・素行・言動ができる者であること。⑥自分自身で学力をつけ、疑問点を解決する意欲があること。

※注意

塾長の本松は国立大学を受験し、センター試験・国立２次試験を経験し、５科目の受験勉強をしていますが、結果

的に私立大学に進学し、大学の専攻は法学（文系）です。独学で英検１級,ＴＯＥＩＣﾘｽﾆﾝｸﾞ満点を取得しています。

・文系科目(英・国・社）→基本的に対応可能です。

・理系科目(数学)→基本的に対応可能です。難問の質問に対する解答に時間をいただく場合があります。

（理科)→塾長が勉強中の部分も多くあります。質問に対する解答に時間をいただく場合があります。

合格実績

国立大学 東北大 電気通信大 高崎経済大 宇都宮大 茨城大 埼玉大 群馬大 福島大 山形大 兵庫県立大

私立大学 立教大 明治大 中央大 法政大 同志社大 立命館大 成城大 東京理科大 芝浦工業大

東京女子大 日本女子大 獨協大 日本大 東洋大 駒澤大 専修大 東京電機大 北里大 武蔵野大

文教大 東京農大 大妻女子大 共立女子大 大東文化大 拓殖大 国際医療福祉大 亜細亜大 白鴎大

跡見学園女子大 清泉女子大 帝京大 城西大 国立音大

コース案内

個別指導コース … ４つの核を使い、指導します

・個別指導 →基本的には学校の英語・数学の予習復習をサポートしていきます。

高１・２は学校の課題や予習復習を、高３は受験勉強でやるべき参考書をそれぞれ演習して

もらい、わからない所を中心に指導していきます。

・計画管理 →高３は大学受験に向け参考書ルート（計画表）を作成。

月に１回戦略会議を行い、自主学習を管理していきます。

※当塾は勉強管理アプリ「Studyplus(スタディプラス)for school」に登録しています。

Studyplus…日々の勉強の時間・内容を記録して、他のユーザーと共有できるアプリです。大学受験生の３人

に1人が利用しています。アプリを使うと塾と学習記録を共有可能です。塾と連携させた場合に

発生する一人あたり月々750円の利用料は授業料に含まれます。

・映像授業 →学びエイドという映像授業サービスを使います。(学びエイドの視聴料は授業料に含まれます）

※学びエイドとは…1講義5分程度の映像授業サービスです。短時間の映像授業なので、参考書や学校の授業

で分からなかった所をピンポイントで受講できます。

詳細は別途お問い合わせください。

・高校生専用席 →高校生は自習室を優先的に利用できます。頻繁に自習室を利用すると塾長が判断した
生徒は専用席を利用できますので、有効活用してください。



入 会 金

１８,０００円
※入会金無料について

①現在または過去の在塾生の兄弟姉妹が入会する場合、入会金無料です。

②兄弟姉妹同時入会の場合、１人分の入会金で全員が入会できます。

授 業 料

高１・高２

個別指導 ＋ 映像授業 ＋ 自習室利用し放題

２６,４００円

高３

個別指導 ＋ 映像授業 ＋ 自習室利用し放題

＋ 計画表作成支援 ＋ 戦略会議 ＋ スタディプラス利用料

３３,６００円
※映像授業,スタディプラス,自習室を利用しない生徒への減額はありません。

※当塾では年間４０週分の授業を行います。（高校３年生は原則１月に指導終了

するので３３週分です。２月は国立大を受験する希望者のみ指導します）

年度途中に入会の場合、入会月の授業料を実際の受講時限数に応じ調整します。

※兄弟姉妹割引
兄弟姉妹で中学部・高校部に在籍している場合、お二人目の(低廉な授業料の

方)の毎月の授業料を3,000円割引いたします。但し三人目以降のご兄弟には兄

弟割引は適用しません。

教 材 費

学校で使用している教材を基本的には使用しますので教材費はかかりません。

ただし指導に必要と判断した教材を塾または書店で購入していただく場合があり

ます。

スポット

授 業 費

当塾では必要に応じ､各種検定対策、弱点対策などのスポット講座を行います。

料金はその都度お知らせします。

参加は強制ではありません。

特 別
講 習 費

春夏冬に特別講習を行います。特別講習は原則として受講していただきます。

授業料には含まれませんのでご注意ください。

※上記以外の費用はかかりません。

個別指導

※映像授業は24

時間いつでも

どこでも視聴

できます。

高１～高３

火水木金の中から通塾日・時間を自由に選択

午後６：００～１０：００

※週２日・計２時間以上は必ず通塾してください。

※教室が満席になった場合は、質問のない生徒は自習室の指導

スペースに移動します。

高3は月に1回、受験計画立案のため戦略会議を行います。

納入金 ※すべて消費税込み

時間割



①個別面接

まずは、個別面接をお申し込み下さい。

お子さんの現状をお聞きし、塾の指導方針・カリキュラムなどをご説明いたします。

ノートやデータを見ながら学習アドバイスもします。

また、ご質問やご相談にもお答えします。

・対象 保護者の方。中学生以上はお子さん同伴でお越しください。

・予約方法 電話またはホームページのお問い合わせフォームでご都合のよい時間をお知らせください。

(直接来塾された場合、授業中や面談中のため十分にご説明できない場合がございます。

来塾される場合、事前にご予約ください。)

・時間 40分前後を予定しています。

・持ち物 ○普段使っている勉強用ノート(小学生：国算、 中学生：国数英、 高校生：英数)

○ 近受けたテスト（答案用紙）や通知票のデータ

※ノートとデータは、お子さんの現状を的確に把握しアドバイスするためのものです。

それ以外の目的には利用いたしません。

また、お持ちいただかなくても面接に来ていただくことができます。

↓

②仮入塾

・初回の授業から１週間を仮入塾として授業を受けることができます。

・仮入塾期間中の授業は無料です。

・仮入塾期間中の教材は基本的に貸与いたしますが、復習等で使用する必要がある場合はこの時点で教材をご購

入できます。入塾に至らなかった場合でも教材費は返金いたしません。

※個人塾の場合、お子さんや保護者の方にとって塾長との相性が重要です。当塾がお子さんに合っているか十分

にご検討ください。

当塾に入塾する前提として、しっかり宿題をやれるか、他人に迷惑をかけないか等、当塾で頑張れるかどうか

を判断させていただきます。

当塾で頑張っていけるかを判断するために仮入塾の前に課題・宿題が出されることもあります。課題が達成で

きない場合、入塾していただいても当塾で成績を上げることは極めて困難であり、通塾する意味がありません

ので入塾をお断りします。

また、お子さんが当塾の入塾規則に沿った塾生活を過ごすことができない、と塾長が判断した場合も入塾をお

断りいたします。

↓

③入塾お申し込み

当塾で一緒に頑張っていこうという気持ちになったら正式入塾をお申し込み下さい。

入塾規約を確認していただき、初回の授業日に入塾申込書をお渡しします。

また、入会月の月謝、お支払い方法などについて決定いたします。

↓

④授業開始

いよいよ授業がスタートします。初回の授業で必要な教材をお渡しします。

当塾で充実した時間をすごしていきましょう。

入塾の流れ
※入塾時期は特別講習（春・夏・冬）の前後、および塾が指定した期間に限らせていただきます。



指導に関するＱ＆Ａ

１ 授業
[Q] 進度について教えてください。

[A] 原則として各学校の学習内容より少し先の授業行います（小学生の英語,高校生は除く）。

当塾では復習を重視します。授業の前の予習は必ずしも必要ありません。（高校生は学校の授業の予習は

必要です）また、学習は繰り返しが大事です。学校の授業は大事な復習の機会ですので、内容が分かって

いてもしっかりと受けて下さい。

２ 宿題
[Q] 宿題は授業ごとに出されるのですか？

[A] 各教科とも宿題を出します。（高校生は除く）宿題をやってこないと授業についてこれなくなります。

わからない、できない所をそのままにしないように出された宿題をしっかりやってください。

３ 質問
[Q] 授業や宿題で、わからないときはどうすればいいのですか？

[A] わからないときは、必ず質問をしてください。自ら質問できない生徒は当塾には不向きです。

また、質問は配布されている学習プラン等に書くことができます。

４ 定期テスト対策（中学生）
[Q] 定期テスト前にはどのような対策をしていますか？

[A] 通常授業の中で定期テスト対策を行います。テスト直前の授業はテスト範囲を徹底的に演習します。

それに加え、テスト対策勉強会を実施します。（無料・中３後期期末は除く）

また塾長が必要と判断した場合、塾生の弱点に合わせたスポット授業を行います。（スポット授業は有

料です。参加は強制ではありません）

５ 欠席振替
[Q] 欠席振替はありますか？

[A] 体調不良、部活、忌引、その他塾長が認める理由による欠席の場合(遊び･旅行等は不可)、４ヶ月に１回

お申し出がある場合に限り、振替授業を行います。欠席から１ヶ月以内の塾が指定した日に振替授業を行

います。１ヶ月を超えた場合や塾が指定した日に来られない場合は振替いたしません。

※学校の公式行事・部活の大会（部活の練習は含みません）による欠席の場合は上記とは別に振替いたします。

※海外派遣等で長期欠席する場合、欠席した全回の授業の振替はできません。欠席回数より少ない時間の

振替になります。予めご了承ください。

※欠席が多いと成績も上がりません。塾に来ることが困難なほどの病気など以外は欠席しないでください。

また、塾への送迎不能の場合もなるべく別の送迎手段（バス、徒歩、タクシー等）をお考えいただき、

欠席しないようにしてください。

※高校生は、自由通塾時間制ですので、欠席振替自体がありません。

６ 特別講習
[Q] 特別講習は受講した方がいいですか？

[A] 学習塾は春・夏・冬に特別講習を行います。学校の授業は１度扱った単元を再び深く扱うことは通常

ありません。それに対し、きちんとカリキュラムを組んでいる学習塾は特別講習を通じて一度習った

ことに戻りながら定着を図り先に進みます。特別講習を受講しないと定着の時間が十分にとれません。

また、長い休みに子どもがきちんと自己管理をし、計画的に勉強することも困難です。以上の理由か

ら特別講習は必ず受講してください。

指導に関しての確認事項

一、塾に通えば自動的に成績が上がると思われている方は当塾には向きません。塾の指示にしたがった

自主学習が成績アップには絶対に必要です。

一、なんとしても成績を上げたい、という意欲がない生徒・宿題をやる気がない生徒も当塾には向きま

せん。自ら成長したいという気持ちがない生徒にどんな指導をしても効果は期待できません。



面 接
塾では定期的に保護者面接を行います。塾内での授業態度、学習進度などをお話したり、家庭学習の指導をさ

せていただきます。また、より適切な指導を行うために、学校生活やご家庭での様子についてもお聞きします。

※ご相談などがございましたら定期的な保護者面接以外に随時面接を実施します。お気軽にご連絡ください。

※必要に応じ生徒と面接をするため授業時間以外に生徒に塾に来てもらうこともあります。

費 用 納 入
・全期・半期一括払いではなく、毎月お支払いいただく月謝制です。

費用納入は以下の２つの中からお選び下さい。 ※紛失、盗難等を防ぐために直接納入はお避けください。

ご請求書はご登録いただいたメールアドレスに、請求月の前月末お送りいたします。

① 足利銀行からの口座振替
・振替日: 毎月１日に当該月の月謝を振替（土日・祝日は翌営業日）

・振替手数料: 無料

・残高不足により振替不能の場合、別途お振り込みいただくか、翌月に２ヶ月分請求させていただきます。

② 銀行への振込（いずれの銀行をお使いになるかお決めください。途中で別の銀行へ変更可能です）

振込先 ※ 毎月５日までにお振り込みください。

・足利銀行 西那須野支店 普通 ５０１９６０５ 合同会社 ホンマツ

（足利銀行のキャッシュカードを使用し、ＡＴＭでお振込みいただく場合、振込手数料は３万円未

満で１１０円,３万円以上で２２０円です。インターネットバンキングによるお振込は無料です。）

・栃木銀行 黒磯西支店 普通 １０１９７１５ 合同会社 ホンマツ

（栃木銀行のキャッシュカードを使用し、ＡＴＭでお振込みいただく場合、振込手数料は無料です。）

・ゆうちょ銀行 記号 １０７６０ 番号 ２１１２２８５１ 普通 合同会社 ホンマツ

（ゆうちょ銀行の口座からＡＴＭでお振込みいただく場合、振込手数料は100円です。インターネッ

トバンキングによるお振込は月5回まで無料です。）

※なお、いったん納入された費用は原則として返金できませんのでご了承下さい。(月途中退塾も同様)

自 習 室
教室の隣の部屋が専用自習室です。自習ブースを１５席、自習席を１０席用意しています。

家庭での自主学習がなかなかはかどらない生徒は積極的に自習室を利用してください。

利用の際は自習室利用の規則にしたがってください。

規則に従えない場合は塾での自習を禁止する場合がありますのでご注意ください。

保 険
当塾では、生徒を被保険者とする損保ジャパンの塾総合保険に加入しています。この保険では塾内での事故な

どに対して塾生は保険金を受け取ることができます。ただし保険金の支払いは保険会社の判断に委ねられてお

り、仮に事故等が発生し、保険金が支払われなかった場合でも、当塾に過失がない限り、塾が補償を行うこと

はいたしません。

LINE公式アカウント
当塾ではお知らせや 新情報をお届けするために、LINE公式アカウントを活用します。ぜひ友だち追加してく

ださい。緊急連絡等は公式アカウントで行います。詳しくは別紙を参照してください。



入塾規約
本松学習塾では適切な指導を行い、気持ちよく学んでもらうために規則を設けておりますので、遵守してくだ

さい。

１. 遅刻・欠席の電話連絡
通塾途中の事故防止のため、遅刻･欠席をする場合は、事前に電話またはLINEでご連絡ください（塾長とLINE交

換している高校生はそれを使用可）。授業中は電話に出られない場合もございます。その際はもう一度お電話

ください。メールでのご連絡は気づかない場合が多いので特別な事情がある場合に限ります。なお、友人を通

しての欠席連絡は一切認めません。授業５分前には必ず着席し、授業準備をしてください。

２. 授業料・退塾申込
授業料の納入を２ヶ月間滞納された場合は、通塾を停止させていただきます。経済的にご事情がある場合はご

相談下さい。また退塾される場合は、退塾月の20日までに申し出てください。（例:９月末に退塾の場合、９月

20日まで) 21日以降のお申し出の場合、翌月の月謝の返金はいたしかねます。

３. 休講
塾長の急病や台風などの異常気象のため警報が発令された場合等は臨時休講となることがあります。その場合は

原則当塾ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上に掲載いたします。またLineでもご連絡いたします。後日振替授業を実施します。

４. 登下塾時
塾の行き帰りでの寄り道は一切禁止です。自転車で通塾する生徒は近隣の迷惑にならないよう決められた駐輪

スペースを利用してください。また、盗難防止のため必ず鍵をかけて下さい。授業前後に駐輪スペースにて大

きな声で会話することも近隣の迷惑になるので禁止です。車で送り迎えの際は、交通規則に従い駐停車して下

さい。通塾、帰宅途中の事故・盗難に対しては塾保険の適用範囲で補償いたします。

５. クーリング・オフ
特定商取引法により入塾申込日より起算して８日以内に書面にて入塾取り消しの届出があった場合は納入金を

返還します。また、クーリング・オフ期間経過後であっても、授業開始前までに入塾取り消しの届出があった

場合は、納入金から特定商取引法の定める11,000円を除いて返還します。

ただし、すでに授業を受けた分および書き込みがあるテキスト分の教材費は返還できません。

※特別講習及び指導期間が２か月を越えない講座は特定商取引法の定める特定継続的役務提供に該当しないた

め、クーリング・オフの対象外です。

６. 塾での過ごし方
① 塾に必要のないものは持ってこないでください。持ってきた場合は一度警告し、改善しない場合帰宅させます。

② 宿題は必ず行ってください。宿題を適切にやってないと認められる生徒は本人、保護者と話し合いを行いま

す。話し合いの後も改善しない場合、通塾の意味がないので退塾処分となります。当該月の月謝は返金いた

しません。

③ 塾内でのスマホ等の電子機器の使用は塾長の許可が必要です。塾内では電源を切ってください。無断使用

した場合は一度警告し、改善しない場合帰宅させます。

④ 教室内の備品は大切に扱い、破損したり汚したりしないようにしてください。万が一破損した場合は塾保険

の適用範囲でなければ弁償していただきます。

⑤ 授業中に他の人に迷惑になることは禁止します。塾内では塾長の指示にしたがって行動してください。

授業中・自習中の私語、授業中のシャープペン芯の入れ替えなど授業の支障になる行為は禁止します。

他の塾生の迷惑となる行為は厳禁です。注意しても改善しない場合その場で帰宅させます。

⑥ 塾内での飲食は塾長の許可が必要です。休み時間の水分補給は許可します。飲食のゴミは必ず持ち帰ってください。

⑦ 塾で習っている科目について市販の参考書や問題集などを使いたい場合、また他塾や通信教育,家庭教師と

の併用をしたい場合は事前に必ず塾長に相談してください。高校生の参考書購入は相談が義務ではありませ

ん。

⑧ いったん塾に来た後に外出することは禁止します。特別な事情がある場合は塾長の許可を得てください。

⑨ 忘れ物はないようにしてください。頻繁に忘れ物がある場合は相応の処置をします。

⑩ かばんの中、塾の教材、プリント等はいつも整理整頓を心がてください。あまりにも乱雑な場合、整理整頓

が終了するまで授業に参加できません。

⑪ 塾内外にかかわらず、他人を傷つけるような言動、悪口は認めません。発覚した場合相応の処置をします。

⑫ プリント、テキスト等を紛失した場合は、友達に借りてコピーをする、教材の再購入を申し出る等の措置を

自己責任で行ってください。プリントは原則として再配布しません。

⑬ 定期テスト,実力テスト等の成績,通信票が学校から出された場合速やかにデータを塾に提出してください。

また進路決定等、今後の指導方針にかかわる重要事項は必ず塾長に報告してください。

⑭ 塾に来たとき、帰るとき、授業前後に必ず大きな声であいさつしてください。

⑮ 授業時・自習時の姿勢が悪い場合は注意しますので気をつけてください。

※以上、注意しても規定を守っていただけない場合は、退塾していただくこともあります。ご不明な点はお問

い合わせください。



①本松学習塾塾生は自主学習を毎日やります。

１日１時間や１時間半の学習では学力は伸びないことを自覚し、

中学生は毎日自学３ページ以上、学年プラス１時間以上の学習をやります。

高校生は毎日３時間以上の学習をやります。

休日は平日の倍の時間勉強します。

②本松学習塾塾生は集中して自主学習に取り組みます。

集中力がない場合は、自分の部屋では勉強しないようにします。

暗記学習・・・台所や居間（テレビなどは消す）などで学習します。

応用問題、長文読解など・・・自分の部屋以外の静かな部屋（座敷など）・自習

室などで学習し、集中力を高めるよう努力します。

③本松学習塾塾生は塾長の指示にしたがって学習します。

塾長の指示は長年の指導に基づく合理的な指示です。指示通りやれば学力は伸び

ることを意識して勉強します。

④本松学習塾塾生は勉強と部活や習い事を両立させます。

部活などを続ける限り、決して弱音を吐かず両立するようにがんばります。

⑤本松学習塾塾生はただ問題集ばかりやるのではなく、単語、公式、漢字などの暗

記学習を面倒くさがらずにやります。また毎日単語練習、英語の音読、計算練習、

漢字練習をやり、基礎力を向上させることを自覚します。

⑥本松学習塾塾生は学校や塾の問題集以外に問題集や通信教育をやりません。

あれこれ手を広げずに、一つの教材をできるようになるまで何回も繰り返し、

身につけるようにします。

⑦本松学習塾塾生はゲームの時間を少なくします。

ゲームをしているといろいろな事を考える時間と気持ちに余裕がなくなるので、

イライラする機会が多くなることを自覚し、ゲームの時間をなくすようにします。

⑧本松学習塾塾生はスマホ・漫画・雑誌・読書・テレビ・音楽・メール・インター

ネットなどに過度に時間を使いません。

⑨本松学習塾塾生はネット・電話・交換ノート・手紙等に他人の悪口、不満を決し

て書いたり、言ったりしません。

人を傷つけ、悪口や不満を友達に話すことからは何も生まれないことを自覚し、

よい人間関係を持つようにします。

⑩本松学習塾塾生は学校の授業で１回以上、手を挙げるようにします。また用具の

準備など面倒なことでも積極的に行動します。

⑪本松学習塾塾生は英語検定や漢字検定などの検定試験を積極的に受検します。

⑫本松学習塾塾生は学校での提出物は期日までに必ず提出し、学校の先生の指示を

守るようにします。

本松学習塾 塾生の誇り



①どんなに効果的な勉強方法を教えても、子どもが受け身の姿勢でいるうちは決して実力はつきません。

自ら進んで勉強するという習慣をつけさせ、子どもが自立できるようにご家庭の環境を整えてください。

②子どもが問題ある行動をした場合、親子で問題を落ち着いて話し合うことが必要です。一方的な説教や世

話ではなく、子供と話し合う気持ちを保護者が持つよう心がけてください。

③学力が向上する子は生活習慣がきちんとしています。休みの日に昼まで寝ているような子はほとんど成績

も伸びません。あいさつをきちんとさせる、家の手伝いをきちんとさせる、朝食をきちんと取らせる等の

基本的な生活習慣が学力向上に大いに関係していることを認識してください。

④「勉強しろ！」と親が注意して学力が向上した子はいません。勉強に関し親が怒ったり、小言を言うこと

はむしろ子どもの学力を下げることになります。

⑤子どもの友人関係に注意をはらってください。子どもは大人より他人の影響を受けやすいのです。子ども

としっかりコミュニケーションをすることで自然と交友関係を把握することができ、悪い状況に陥らない

ようにすることができます。そのためにも普段から親子の自然な関係を築いておくことが必要です。

⑥子どもにスマホを持たせたり、パソコン等を自由に使わせたりするご家庭は要注意です。中学生までは完

全には善悪の判断がつきません。中学生以下は親がきちんとスマホやパソコンを管理し、ラインやメールの

内容も管理してください。塾としては親子の連絡、調べ物などの勉強目的以外にスマホ等を使用しないようにする

ことを強く勧めます。せめて子どもが家にいる間はスマホを親が預かるようにしてください。

⑦テレビを付けっぱなしにしないようにしてください。また動画も無制限に見せないでください。子どもに

は見たい番組・動画を選ばせて見せてください。親も同様に見る番組を取捨選択してください。親が子ど

もの前で漫然とテレビを見ているのに子どもに見ないようにいっても説得力はありません。またテレビ・

動画を見ながら勉強させるのも論外です。

⑧ゲーム（テレビゲームや携帯ゲーム機,スマホゲーム等）は極力与えないようにしてください。また ゲー

ムを過度にしているお子さんは例外なく思考力がありません。子どもはゲーム依存になりやすく、一度は

まったら「やめろ」と言ってやめられる次元ではなくなります。 最初から買い与えないのが理想です。

⑨成績が上がったらご褒美をあげるという約束を子どもとすることは止めてください。褒美のためではな

く自分のためにやるのが勉強です。子どもの自立心が育たなくなり、学力も下がります。

⑩勉強する意味を時々親子で話し合ってください。勉強することで自分の可能性を拡げ、より豊かな人生を

送れるようになることを心を込めて話してください。

⑪子は親の鏡です。子どもに読書好きになって欲しければ、まず親が楽しんで読書することが必要です。子

どもに努力して欲しければ、まず親が努力しているところを見せましょう。その行動や気持ちは必ず子ど

もに伝わります。

⑫先入観なしに子どもと接してください。自分の子どもだと、つい感情が大きくなり、冷静に見られなくな

りがちです。たとえば親が思う子どもの姿と塾での様子が違うことも少なくありません。先入観をなくせ

ば心配が少なくなり言葉も子どもに心から伝わるようになります。

本松学習塾（合同会社ホンマツ）は、「住所」「氏名」「電話番号」「学校名」「メールアドレス」「成績」などの個人を特定できる情報（以下「個人情報」）やプライ
バシーの取り扱いや保護を適切に行うように努めます。
・当塾では、お問い合わせ、入塾や各種講習・各種行事の参加申し込みなど各種サービスをご利用いただく時に、個人情報をお伺いすることがあります。また利便性向上
などのために、それ以外の個人情報をお尋ねすることもあります。その際に個人情報をご提供されるかどうかについては、保護者の方が自ら判断していただくことにな
ります。ただし、成績等、進路指導に必要な資料は情報提供が義務となっています。

・お預かりした個人情報は、上記サービスおよびこれらに付随するサポートを提供するために使用するほか、次の目的で利用する場合があることを、あらかじめご了承下
さい。
■当塾が提供するサービスのご案内・ご提供のため。
■学習指導、進学指導、塾内外広報など、ご家庭に有益と思われる情報サービスに関わる統計資料を作成するため。（統計資料中には個人を特定できるような情報は含
みません）

■進学校への受験合格者については、氏名と出身校を校舎内での掲示および塾で配布する本松タイムズなどに利用することがあります。当塾の発表する各種合格実績が
公正であることの裏付けとなりますことをご了承下さい。また現時点で行っていませんが塾生の意欲を喚起するため成績優秀者を塾内に掲示・発表することもござい
ます。また成績アップの事例等を広告等に掲載することもございます。学年順位・点数等も掲載することもございます。

■当塾の授業や各種行事に参加する生徒を撮影した画像・映像を、各種広告・ホームページ等で使用する可能性があることをご了承下さい。画像・映像と併せて生徒個
人を特定できる個人情報が付加される場合は、必ず保護者の了承を得ることをお約束します。

当塾は、お客様がこのプライバシーポリシーに同意されていることを前提としてサービスを提供しています。

保護者心得

個人情報保護に関する方針



お問い合わせ

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

電話でのお問い合わせ

(0287)３６－９４５０

受付時間 朝１０時～夜１０時 (月～日)

時間帯によりましては授業中、面談中などのため、電話に出られない場合があります。

その際は留守電にメッセージをお残しください。こちらからコールバックさせていただきます。

ホームページからのお問い合わせ

当塾のホームページからもお問い合わせができます。

https://honmatsu-juku.com

お問い合わせフォームをご利用下さい。

※正しくメールアドレスが入力されていないことがあります。４８時間以内に返信がない場合、お手数ですが

お電話でご確認下さい。

車および自転車は必ず上記の専用
駐車場・駐輪場をご利用下さい。

〒329-2752

那須塩原市三島４－26
竹内ビル２階

塾の場所

竹内ビル

２階本松学習塾

北
整
形
外
科
内
科

専用駐車場（奥２台分）

国道４００号

池
田
石
材

専
用
駐
輪
場


