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I. 教室紹介 

 松塾は現在大阪市、豊中市、吹田市で展開している進学個別指導学習塾です。小学生から高校生まで幅広

く対応しており、特に中学・高校受験生に対し、生徒それぞれの志望校や実力に合わせたカリキュラムを作

成、授業を行います。個別指導だから生徒 1人 1人をしっかりサポート、苦手を見つけて志望校合格に導き

ます。 

 松塾は高水準で熱心な講師陣を誇っており、在籍指導教師は大手学習塾勤務や家庭教師経験者・元高校、

中学校教諭などが多く、出身校は大阪大学・大阪教育大学・神戸大学・早稲田大学・関西大学など、自らの

学習経験や教育経験を活かし、合格の勝ち取り方を指導いたします。 

 教室見学、体験授業など随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。 

II. 授業について 

１、 授業形式 

A) 完全個別 

 松塾は個別指導にこだわります。通常授業は基本的に１対２〜４までです。個別指導では、得意科

目は学習速度を上げ、苦手科目はゆっくりと克服できるように科目ごとの進度調整がききます。授業

選択に融通がきくことも個別指導ならではのメリットです。「社会は得意だから、受験学年になるま

で受講しない。そのかわりに、苦手な英語・数学を多めに受講する」、そんなふうに自分の学力に合

った授業選択ができるのも個別指導塾のよさです。 

 また、授業を休んでも、その単元の学習が先に進んでしまうというようなことがありません。休ん

でもフォローをしてもらえるので、他の習い事などとの両立がしやすいです。あまり積極的でないお

子さんは、集団授業より個別指導だと落ち着いて講師に質問できるのも安心です。 

  単元確認テストのクリア方式を採用しております、英語・数学は中学１年生からの積み上げが重要

なため、全学年中学１年生の初めからの確認テストを受けていただきます。確認テスト合格結果一覧

表は生徒ごとに各教室にて掲示しております。なお確認テストの受験は受講教科に限らせていただ

きます。 
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B) 少人数グループ講習 

学校が休みの間は追いつく、追い抜く絶好のチャンスに違いありません。休みのあいだ学校の授業が

進みませんので、時間をかけて過去の復習や得意科目の応用力を鍛えることができます。また学校の

休みは少なくても 10 日間、長い時は約 40 日間もありますので生活リズムを乱しやすい期間でもあ

ります。講習という決められたスケジュールのなかで塾に通うことで生活リズムを維持しながら、か

つ学習習慣も維持することができるのです。松塾の各種講習は強制参加ではなく、申込制となってお

ります。申込期間や受講費用は下記をご参考ください。 

l 春期講習――2月申込開始 参加費用：全 800分受講 18000 円（税込 19800 円） 

l 夏期講習――6 月申込開始 A・B 日程選択 参加費用：全 36 コマ 35000 円〜（税込 38500 円〜） 

l 冬季講習――11月申込開始 受験生 参加費用：全 45 コマ 28000 円（税込 30800 円） 

               他学年 参加費用：全 27 コマ 25000 円（税込 27500 円） 

※場合によって開講日程や料金の変更がございます。お申し込みの際、月謝案内をご確認ください。 

２、 授業時間 

 通常授業は１コマ 50 分とし、平日 16:00〜22:00 土曜日 13:00〜22:00の間に行います。入塾の際にご希

望の曜日と時間をお伺いします。但し、希望時間が満員になる場合に、調整のご協力をお願いすることがご

ざいます。基本的に毎週の授業は時間割固定で行います。毎月４週分の授業を行わせていただきます。 

時間割実例：中学校２年生 野球部 英数コース＋英検オプションを選択 

      授業希望：月曜日 １８：００〜１８：５０ 数学 

               １９：００〜１９：５０ 英語 

           火曜日 １９：００〜１９：５０ 数学 

           木曜日 ２０：００〜２０：５０ 英語 

           土曜日 １７：００〜１７：５０ 英検３級 

※注意：時間割の変更について、翌週以降の授業は変更可能です。申し込み週の授業変更はできません。コ

ース変更で、月謝金額が変わる場合は週割り計算とさせていただきます。 
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３、 休みと振替授業について 

「お腹がとても痛くて、塾にいけないかも…」 

     「やばい、学校の文化祭の練習で塾に間に合わない…」 

こんな時に松塾は無料で振替授業を行います。 

振替授業を申し込む条件： 

申し込む理由 ① 体調不良 

② 学校⾏事 

③ 冠婚葬祭 

いずれかに当たり、⽌むを得ずに休むため 

連絡の受付 授業開始時間の２時間前まで 

連絡・申込者 保護者のみ可 

⚠注１：勉強を優先するという学習意識を⾼めるため、部活、習い事や家族のお出かけ、イベントへの参加などは有効

条件として認められませんので、無料振替授業を⼀切⾏いません。 

⚠注２：通常授業以外の受験講座、英検対策、特別授業、補習授業、春夏冬休みの集中講習などのオプション授業は振

替授業対象外です。 
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III. 授業プランと授業料について 

１、 初期費用 

入会金： 3000 円（税込 3300 円） 

教材費： 問題集は「受験対策」と「準拠対応」２種類を取り扱っており、 

片方購入 2500 円（税込 2750 円）／1 科目×受講科目数  

両方購入 4000 円（税込 4400 円）／1 科目×受講科目数 

※社会は地理・歴史２科目となりますので、片方購入 4000 円（税込 4400 円）です。 

塾内統一テスト年間受験料： 中学生 1500 円（税込 1650 円）／回×回数分 

                            小学生 1000 円（税込 1100 円）／回×回数分 

初回費用はお申し込みの際、もしくは初回授業時にご納入ください。 

月謝や各種費用の納入方法について、「現金」と「銀行振込」２つの納入方法がございます。毎月の

月末に翌月の月謝案内を封筒で生徒の個人ボックスに配布しております。 

「現金」を選択される場合は、請求金額をご確認の上、月謝封筒でご提出ください。 

⚠ 硬貨の紛失が多発しておりますので、必ずクリップでお止め頂くようお願いいたします。 

「銀行振込」を選択される場合は、下記の銀行口座への振込をお願いいたします。振込口座は毎月の

月謝案内手紙にも記載しております。 

⚠ お振込の際、生徒名を必ずご入力ください。 

 

振込先：        三井住友銀行 南千里支店（189） 普通 0827484 

名義 有限会社 ホルムス 
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２、 大阪市塾代助成カード 

 大阪市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会を

提供できるよう、 学習・文化・スポーツに関する指導・教育を行う事業者で月額１万円まで利用できる塾

代助成カードを交付する「塾代助成事業」を実施しています。 

写真出典：https://www.juku-osaka.com/system/about_project.html/ 

松塾では、授業料だけではなく教材費やテスト受験料などに塾代助成カードのご利用は可能です。 

ご利用の注意点：  

① 入塾の申し込みとともに利用希望と利用金額をお申し出ください。    

② 初回利用の際に、パスワードが必要となり、カードと一緒にご提出お願いします。なお、パスワードの利用は１

回のみ、次回から提出しなくても良いです。 

③ 月謝請求金額からカードの利用金額を差し引いた分だけ、現金にてご納付ください。 

④ パスワードの更新が毎年行われており、新しいパスワードが届きましたら、早めにご提出お願いします。 

また、カードの申し込みや他に不明な点がございましたら、下記のヴェブサイトまたは事業公式サイトをご

覧ください。 

利用者募集サイト： https://www.juku-osaka.com/user02.html/ 

塾代助成事業について： https://www.juku-osaka.com/system/about_project.html/ 
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３、 中学生の授業プラン及び授業料 

松塾では、基礎学⼒の向上を図りながら、⽇々の学習習慣を付けることを⼤事にしております。 

① 文理 C・難関校突破コース 

⼤阪府では、北野⾼、天王寺⾼、⼤⼿前⾼、茨⽊⾼、豊中⾼、四條畷⾼、⾼津⾼などの⽂理学科を設置する公⽴⾼校や、C 問題

採択の公⽴⾼校を⽬指す受験⽣に必須の授業プランとなっております。 

また、灘、⻄⼤和、⼤阪星光、洛南、四天王寺、清⾵南海などの私⽴超難関校にも対応するコースとなっております。 

 

コース内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講対象： 中１ ～ 中３ 

受講科目： 数学・英語・理科・社会・国語 

受講条件： ・偏差値７０以上の難関私立または C問題採択の公立高

校を志望校とすること 

・塾内統一テスト判定 A以上 

・学校の定期テスト 350 点以上 

・必ず課題を完成すること 

・定員１０名まで 

※定員を超える場合は統一テスト成績で受講者を選出する 

週間授業数： 英語：２コマ 数学：２コマ   

理科：１コマ 社会：１コマ 国語：１コマ 

※苦手教科授業追加は応相談 

授業料： 月謝  24000 円（税込 26400 円） 

教材費 15000 円（税込 16500 円） 

開講曜日時間： 教室によって開講時間が異なります。 

各教室までお気軽にお問い合わせください。 
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⼤阪府難関・上位公⽴⾼校⼀覧は以下通り： 

偏差

値 

旧１学区 旧２学区 旧３学区 旧４学

区 

偏差

値 

文理科・理数科・英語科 普通科単位制・

総合学科 

その他の専門学

科 

74         74 北野（文理）     

73         73 天王寺（文理）     

72         72 茨木（文理） 大手前（文理） 

三国丘（文理） 

    

71         71       

70         70 四條畷（文理） 豊中（文理）     

69         69 高津（文理）     

68         68 生野（文理） 岸和田（文理）     

67 春日丘       67     千里（国際文化） 

66       泉陽 66     箕面（グローバル）      

千里（総合学科） 

65         65     和泉（グローバル） 

64 池田 寝屋川     64       

63 三島  

箕面 

  富田林  

八尾 

  63 市立東（理数）     

62     清水谷   62     住吉（国際文化） 

61       和泉 61 市立東（英語） 鳳（単位制） 住吉（総合科学）  

60 北千里       60 市立（理数） 槻の木（単位

制） 

佐野（国際教養）       

泉北（国際文化、

総合学科） 

59   市立東 

牧野 

夕陽丘   59   今宮   

58 山田   東住吉   58     旭（国際教養） 
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② 高校受験総合対策シリーズ 

学校の授業内容はもちろん、⾼校受験に出題される応⽤問題にもしっかりと向き合える具体的な学⼒を⽬指して指導してい

きます。定期テストには内申点がかかっているので、定期テスト 1 週間前になると新しい内容に進⾏せず、授業をテスト対

策に切り替えます。⼀⼈だとなかなか進まない復習やテスト勉強をしっかりサポート致します。 

 

授業１コマ 50 分 教材費別途１学年分は 1 教科につき 2500 円(税込 2750 円)がかかります。 

 

・フリー選択：コマ数と教科を⾃由に組み合わせたい⽣徒に適したフリー選択プランです。 

1 週間の授業コマ数 月謝 

週 1 コマ（月 4コマ・1教科選択可能） 8000 円 (税込 8800 円) 

週２コマ（月８コマ・２教科選択可能） 13000 円 (税込 14300 円) 

週３コマ（月 12 コマ・３教科選択可能） 18000 円 (税込 19800 円) 

週４コマ（月 16 コマ・４教科選択可能） 24000 円 (税込 26400 円) 

 

 

 

 

コース名 週間授業数 月謝 

５教科 A  

7 コマ/週  28 コマ/月 

英語 ２コマ  数学 ２コマ 

社会 １コマ  理科 １コマ   国語 １コマ 

30000 円 

（税込 33000 円） 

５教科 B 

5 コマ/週  20 コマ/月 

英語 １コマ  数学 １コマ 

社会 １コマ  理科 １コマ   国語 １コマ 

25000 円 

（税込 27500 円） 

４教科 

4 コマ/週  16 コマ/月 

英語 １コマ  数学 １コマ 

社会 １コマ  理科 １コマ    

20000 円 

（税込 22000 円） 

英数 

4 コマ/週  16 コマ/月 
英語 ２コマ  数学 ２コマ 

20000 円 

（税込 22000 円） 

英数プラス１ 

5 コマ/週  20 コマ/月 

英語 ２コマ  数学 ２コマ 

社会・理科・国語から 1教科選択 １コマ 

25000 円 

（税込 27500 円） 

英数プラス２ 

6 コマ/週  24 コマ/月 

英語 ２コマ  数学 ２コマ 

社会・理科・国語から２教科選択 ２コマ 

28000 円 

（税込 30800 円） 

完全お任せ 

12 コマ/週  48 コマ/月 

英語 ３コマ  数学 ３コマ 

理科 ２コマ  社会 ２コマ   国語 ２コマ 

52000 円 

（税込 57200 円） 
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４、 小学生の授業プラン 

⼩学⽣時の学習は、将来の可能性を広げます。 

松塾では、受け⾝の学習ではなく、お⼦様が⾃ら学ぶことが⼤切であると考えています。⾃⽴学習を⾝につける⽬的と同時に、⼩

学⽣時に育むべき、基礎学⼒と学習習慣を⾝に着けてもらいます。 

① 難関中学入試突破コース 

難関国公⽴・私⽴中学⼊試対策の特別コースです。附属天王寺、附属池⽥、咲くやこの花、⽔都国際を初めとした国公⽴中や、

灘・⻄⼤和・清⾵南海・四天王寺・⼤阪星光・甲陽・⾼槻・などの超難関中学を⽬指す⽣徒に必須の授業プランとなっておりま

す。 

 

 コース内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講対象： 小４ ～ 小６ 

受講科目： 算数・国語・理科・社会・英語 

受講条件： ・難関中学校を志望校とすること 

・塾内統一テスト塾内５位以上 

・必ず課題を完成すること 

・定員１０名まで 

※定員を超える場合は統一テスト成績で受講者を選出する 

週間授業数： 算数：３コマ 国語：３コマ 

理科／社会／英語：3コマ 

※苦手教科の授業追加は応相談 

※受験科目に応じて理科、社会、英語の受講を調整する 

授業料： 月謝  30000 円 （税込 33000 円） 

教材費 15000 円 （税込 16500 円） 

開講曜日時間： 教室によって開講時間が異なります。 

各教室までお気軽にお問い合わせください。 
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② 中学受験対策シリーズ 

中学受験の場合、私⽴中学の⼊試問題は内容・難度が学校ごとに異なります。なかでも難関校は、学校で習った内容だけでは解

くことのできない出題が多く、志望校対策の学習をしなければ合格することはできません。また、近年⼈気が⾼まっている公⽴

中⾼⼀貫校では、読解⼒や表現⼒が問われる独⾃の適性検査が⾏われるため、演習問題等を通じた受検対策が⽋かせないと⾔え

るでしょう。「中学受験は親の受験」と⾔われるほど、親が果たす役割は⼤きいと⾔われています。志望校選びや⽇々の学習ス

ケジュールの管理、学校⽣活と塾との両⽴など、志望校合格まで親⼦⼆⼈三脚となって取り組む体制が整っていることが重要で

す。そのため、ご両親が共働きですと、仕事と受験の両⽴はかなり⼤変と⼀般的にいわれていますが、松塾では「ご家庭にはで

きるだけ負担をかけない指導」を⽅針にしています。“わからない”を放置せず、じっくりとサポート。授業外の時間も質問可能

です。 

 

・フリー選択：コマ数と教科を⾃由に組み合わせたい⽣徒に適したフリー選択プランです。 

1 週間の授業コマ数 月謝 

週 1 コマ（月 4コマ・1教科選択可能） 7000 円 (税込 7700 円) 

週２コマ（月８コマ・２教科選択可能） 12500 円 (税込 13750 円) 

週３コマ（月 12 コマ・３教科選択可能） 18000 円 (税込 19800 円) 

週４コマ（月 16 コマ・４教科選択可能） 23500 円 (税込 25850 円) 

 

 

 

 

 

コース名 週間授業数 月謝 

算国受験 

４コマ/週  １６コマ/月 
算数 ２コマ  国語 ２コマ 

20000 円 

（税込 22000 円） 

算国プラス１受験 

6 コマ/週  ２４コマ/月 

算数 ２コマ  国語 ２コマ   

英語・理科・社会から 1教科選択  ２コマ 

27000 円 

（税込 29700 円） 

算国プラス２受験 

８コマ/週  ３２コマ/月 

算数 ２コマ  国語 ２コマ 

英語・理科・社会か２教科選択  各教科２コマ 

35000 円 

（税込 38500 円） 

5 教科受験 

１２コマ/週 ４８コマ/月 

算数 ３コマ  国語 ３コマ 

英語 2 コマ  理科 2 コマ  社会 2 コマ 

50000 円 

（税込 55000 円） 

受験突破 

８コマ/週  ３２コマ/月 
算数 ５コマ  国語 ３コマ 

35000 円 

（税込 38500 円） 
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③ 小学生標準シリーズ 

⼩学校から⾼校受験を意識した学習を取り組むように指導を⾏います。基礎知識よりは、応⽤問題の考え⽅を演習させ、中学校

の準備を万全にさせてまいります。⾼校⼊試まで⾒据えて確実な習得の必要な教科を考えた授業コースの選択を⾏ってください。

⼩学⽣での学習習慣・学⼒が今後の学⽣⽣活での優劣を⼤きく左右します。 

 

・フリー選択：コマ数と教科を⾃由に組み合わせたい⽣徒に適したフリー選択プランです。 

1 週間の授業コマ数 月謝 

週 1 コマ（月 4コマ・1教科選択可能） 6500 円  (税込 7150 円) 

週２コマ（月８コマ・２教科選択可能） 12000 円  (税込 13200 円) 

週３コマ（月 12 コマ・３教科選択可能） 17500 円  (税込 19250 円) 

週４コマ（月 16 コマ・４教科選択可能） 23000 円  (税込 25300 円) 

 

 

 

 

 

コース名 週間授業数 月謝 

算国 

2 コマ/週  8 コマ/月 
算数 １コマ  国語 １コマ 

10000 円 

（税込 11000 円） 

算数強化 

3 コマ/週  12 コマ/月 
算数 ２コマ  国語 １コマ 

15000 円 

（税込 16500 円） 

算国英 

3 コマ/週  12 コマ/月 
算数 １コマ  国語 １コマ  英語 １コマ 

15000 円 

（税込 16500 円） 

算国英会話 

3 コマ/週  14 コマ/月 

算数 １コマ  国語 １コマ 

英語 １コマ  隔週にオンライン英会話 

17000 円 

（税込 18700 円） 

算国理 

3 コマ/週  12 コマ/月 
算数 １コマ  国語 １コマ  理科 １コマ 

15000 円 

（税込 16500 円） 

算国理社 

４コマ/週  1６コマ/月 
算数 １コマ  国語 １コマ  理科 １コマ  社会 １コマ 

19000 円 

（税込 20900 円） 

5 教科 

５コマ/週  ２０コマ/月 

算数 １コマ  国語 １コマ  英語 １コマ 

理科 １コマ  社会 １コマ 

23000 円 

（税込 25300 円） 
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５、 高校生の授業 

A、授業コマ数選択コース 

１週間の授業コマ数 ⽉謝 

週１コマ（⽉４コマ） ⽉額 8000 円  (税込 8800 円) 

週２コマ（⽉８コマ） ⽉額 15000 円  (税込 16500 円) 

週３コマ（⽉１２コマ） ⽉額 21000 円  (税込 23100 円) 

週４コマ（⽉１６コマ） ⽉額 27000 円  (税込 29700 円) 

 

B、単体授業 

「今月はもう少し追加授業を受けたい」「テスト前にテスト範囲を補習したい」「検定対策をしたい」な

ど、通常授業にプラスして授業を入れたい時、チケット制で目的に合わせた受講が可能です。 

１コマ（50分）  2000 円 (税込 2200 円) で個別指導を行います。 

 

６、 問題集追加購入のご案内 

 下記の理由により、追加教材の購入をお願いする場合がございます。 

u 現在持っている教材が完了し、一つ上もしくはさらに上のレベルの教材を学習するため。 

u 過去の学習（過去の学年）の復習が必要だがそれに当てはまる教材を持っていないため。 

u 紛失のため。 

u 履修している教科ではないが、もしくは履修しているが、家庭もしくは塾にて自学習するため。 

u 中学・高校入試対策として特化した学習を行うため。 

購入の手続き： 

(ア) 別紙（問題集注文用紙）の一覧より、必要な教材を選択、購入希望欄への記入 

(イ) 教材・問題集費用（1冊目 2000 円・2冊目以降 1800 円）と注文用紙を一緒にして教室へ提出 

(ウ) 教室にて受付後、教材発注・届き次第生徒本人に教室にてお渡しいたします。 
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７、 オプション・追加授業のご案内 

I. 英検対策授業 

英検資格に特化した授業を行い資格取得まで最短距離での学習を目指します。 

平成２９年度大阪府公立高校の入試より外部試験の得点が本試験での学力検査の得点として反映されてい

ます。昨年の高校・中学入試では上位校受験をする生徒の１０％が英検取得級を利用しております。今後、

資格での優遇・加点が増加すると見込まれています。松塾では毎年たくさんの英検合格者が出ています。 

毎週土曜日の固定から、曜日・時間の選択可能授業としました。                                                       

（参考：換算表） 

  TOEFL iBT IELTS 英検 読み替え得点率 

 ※大阪府立高校入学者選抜 

 教科「英語」 

60 点 6 準 1級 100% 

50 点 5.5 （対応無し） 90% 

40 点 5 2 級 80% 

 

各級の目安    

小学 3年生から小学 6年生は 5 級から 3 級 

中学 1年生から中学 3年生は 4 級から準 2 級 

高校１年生から高校 3年生は 3 級から準１級 

 

 

 

 

 

何級からの受講をするかはお問い合わせください。生徒それぞれの習熟度に合わせてご案内いたします。 

月額 5000 円 (税込 5500 円)（週 1コマ・１ヶ月 4コマ） 月途中での申し込みも可能  

別途教材費 2500 円  (税込 2750 円)（1 単位級あたり） 

 

2023年度松塾準会場英検試験日程（各級共通） 

第 1回 2023年 6 月 3 日（土）(申込期間：3/31〜5/2) 

第 2 回 2023年 10 月 7 日（土）(申込期間：8/1〜9/8) 

第 3 回 2024年 1月 20 日（土）(申込期間：11/1〜12/14) 

※松塾浪速敷津⻄教室は 2020 年より
英検準会場となりました。 
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II. 定額補習 

「暗記が苦⼿」っ⼦や「家で勉強しない」っ⼦向きの補習プランです。     

通常授業の時間にはこなせない反復練習や知識の暗記を講師が空いている時間に⼀緒にお⼿伝いします。結果が出る

まで何度も練習を繰り返します。必要な分だけ何回受けても同じ料⾦です。 

 

 

III. 外国人講師マンツーマンオンライン英会話 

松塾では英語学習に外国⼈のネイティブスピーカーと毎週⾏うスピーキング授業を取り⼊れています。毎

週２５分、１年間で１２００分ものレッスンで英語を楽しく話せるようになります！ さらに、来るべき⼊

試改⾰に向けていち早く対応した「話す・読む・書く・聞く」の４技能を鍛えるコースです。 

⽇本⼈講師の授業を 25 分(Reading + Writing)、外国⼈講師の授業を 25 分(Speaking + Listening)と組み合わ

せた授業形態で指導します。 

中学校教科書準拠教材を使⽤しますので、学校の授業に合わせて⽂法・単語を学習することができます。 

受講曜⽇・時間は選択可能 

授業料 週 1 回（⽉ 4 回） 月額 8000 円 (税込 8800 円) 

別途教材費 2500 円 (税込 2750 円)（1 学年分） 

 

 

 

 

 

 

オプション名 内容 月謝 

定額補習 

中学生は 21:00~21:50 

小学生は 16:00~16:50 

指定の時間帯に講師による演習の指導を行う 

5000 円 
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IV. 充実したサポートシステム 

1、自習室利用可能 

 松塾では、生徒の自学習を推進しております。教室開放時間中いつでも生徒が自習できるように自習室、

自習スペースを完備しております。誘惑するものが多い自分の部屋とは違い、松塾の自習室は勉強に集中で

きる場です。 

 受験前や定期テスト前は、自習スペースが生徒でいっぱいになります。ぜひ、自習室を十分に活用してく

ださい。 

2、進学相談・保護者会 

 松塾では授業の事以外でも保護者の方々とのコミュニケーションをとることを大事にしております。三

者面談や保護者会（年２回）などの機会、および電話連絡を通じて保護者の方々の不安や悩みを解消、生徒

の成績向上、志望校合格を目指します。 

3、各種特待制度 

 松塾では優秀な成績を納めた生徒や成績の伸びが大きい生徒に対して、特待や表彰制度があります。 

(ア) 塾内統一テストで中学生各学年の５教科合計、小学生各学年の２教科合計点数が以下の規則通り

で次回の統一テストまでの期間中に、塾代及び諸費用を割引させていただきます。 

 

春の統一テストの割引期間：5月〜9 月 

夏の統一テストの割引期間：10 月〜1月 

冬の統一テストの割引期間：2月〜4 月 

 

(イ) 塾内統一テストで、中学生５教科合計点数が前回より 50 点以上上がった生徒と、小学生２教科合

計点数が前回より 40 点以上上がった生徒には図書カード 500 円分プレゼントします。 

※上記特待制度適用には、試験日に会場にて受験が必須です。 

 

中学生：５教科合計450点以上 

小学生：２教科合計180点以上 
授業料が半額 

中学生：５教科合計400点以上 

小学生：２教科合計160点以上 
授業料が20％オフ 
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V. 学力テスト 

１、 塾内統一テスト 

 年間に春、夏、冬において３回「塾内統一テスト」を行います。統一テストは塾在籍小学３年生から中学

３年生全員参加です。学力を測る目的だけではなく、ひとりひとりの指導指針を検討させていただく大変重

要な役割を果たしています。※原則として全員参加ですので、参加の有無にかかわらず費用が発生します。 

受験教科：小学生 算数・国語２教科（５、６年生は算数・国語・英語 3教科） 

     中学生 英語・数学・国語・理科・社会５教科 

塾内成績順位表を各教室で発表致します。 

偏差値、志望校判定や苦手分野などの学習アドバイスを乗せた結果帳票も出力できます。ご希望される場合

は、事前申し込み制で、追加費用は 1000 円(税込み)いただきます。 

※志望校判定は中学２年の 8 月以降のテストから可能になります。 

 

        統一テスト帳票表面             統一テスト帳票裏面      

今後の学習をより効率よくできるために、必ずご参加ください。 
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VI. 入塾特典・割引制度 

１、 友達紹介入塾キャンペーン  適用 A 

‘これから塾に通おうかなと思っている’ 

そんなお友達がいたら、ぜひこのキャンペーンをご利用ください。きっと勉強を「もっと頑張ろう」という

きっかけになるでしょう！ 

 

２、 兄弟割引制度  適用 B 

割引適用条件 割引額 

兄弟姉妹同時通塾 ２人同時在籍：1人ずつ 500 円引き／月 ３人以上同時在籍：1人ずつ 1000 円引き／月 

 

３、 父子・母子家庭割引  適用 C 

割引適用条件 割引額 

「児童扶養手当証書（クリーム色）」「ひとり親家庭等 医療費助成受給券（白色）」 

「戸籍謄本（日本国籍の方）」などの証明書類を提示 

500 円引き／月 

 

VII. 退会について 

退会をご希望の場合、ご連絡いただいた月いっぱいで退会は可能です。退会の月は週割計算できません。 

その月は最後までご受講いただくようお願いいたします。また、最終月の月謝をご納入いただきますと、退

会の手続きが完了となります。月分の最終日は次のページの年間カレンダーをご参照ください。 

紹介者は： お友達は： 

紹介した生徒が入塾した場合、図書券を 1000 円分進呈します。 

お友達だけではなく、先輩や後輩でも OK!   

保護者様からの紹介も OK! 

ご紹介により入塾した生徒は 

l 入会金無料 

l 入会者には、図書券１０００円分進呈します。 
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VIII. 2023 年間カレンダー 
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：     円 

IX.  教室のアクセス 

 

 お問い合わせ、無料体験授業のお申し込みは電話・メール・ホームページにて受け付けており

ます。（各教室共通）           QR コードを読み取り、ホームページにアクセスできます。 

受付時間： 14 時から 22 時まで 

ＴＥＬ ： 06-6845-4280 

Email   ： matsujyuku@outlook.com 

HP     ：  http://www.matsujyuku.com  

 

浪速敷津教室：大阪市浪速区敷津西 1-5-11 新浪速ビル 203  LINE： 

豊中柴原教室：豊中市柴原町２−１-２１オリエント豊中アーバンライフ 109  LINE： 

西成鶴見橋教室：大阪市西成区鶴見橋１−１０−１２   LINE： 

吹田岸辺教室：吹田市岸部北３丁目７−３５   LINE： 

南堀江教室：大阪市西区南堀江３丁目１５−３ なだビル３０３   LINE： 

鶴見緑教室：大阪市鶴見区緑２丁目６−３１ グラン鶴見緑地１０１     LINE： 

 

初回費用試算表： 

入会金：     円  本年度教材費：     円  追加教材購入：     円 

年間テスト代：     円(  回分)    

   月謝：初月週割計算：     円 

合計：         円  ※お申し込みの際、もしくは初回授業時にご納入ください。   

 

以降毎月の授業料は      円となります。 
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入塾申込書 
教室利⽤規則： 

１、 成績向上のために努⼒をする。 

 ※ 必ず宿題を完成する        ※ ⼀⽣懸命勉強に取り組む等 

２、 他の⽣徒の迷惑となる⾏為はしない。 

※ 教室内での私語          ※ 授業中の⽴ち歩く等 

３、 許可なく教室内での飲⾷、携帯電話（メール含む）はしない。 

４、 テストや通知表の成績を報告する。 

※ 報告された⽒名や成績などの個⼈情報につきましては、塾内においての⽣徒管理、進路指導に

利⽤する。 

５、 授業料（⽉謝）のお⽀払い期限は受講⽉の 1 ⽇から当⽉末⽇までとし、翌⽉の 15⽇過ぎても滞納と

なった場合、⾃動的に出席停⽌となります。    

※ 未納分を納⼊いただいたのち、授業へ参加することができます。 

６、 授業に必要な教材や筆記⽤具などを持参し、授業に不必要なものは持ち込まない。 

７、 授業を休むときは保護者様からのご連絡をお願いします。 

８、 塾内同⼀テスト（春・秋・冬三回）に必ず参加する。 

※ 上記に反する場合、⾯談を⾏い、その後改善のない場合は退塾を勧告する場合があります。また、成

績、授業態度などにより、クラスの変更を⽰唆する場合があります。 

 
□ 以上及び「松塾の⼊塾案内」の諸規則に同意する。 
フリガナ 
⽣徒⽒名：               
フリガナ 
保護者⽒名：                 

住所：〒   ―      

                                    

連絡先：     ―       −       

⼤阪市塾代助成カード利⽤の有無： □ 利⽤する    □ 利⽤しない 
 
 
 
 
 
 

塾担当者⽤記⼊欄 

コース：                               ⽉  週⽬〜 

受講曜⽇・時間： 
 

 

割引適⽤： ・適⽤ A  ・適⽤ B  ・適⽤ C 
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