●塚本塾はこんな塾です●
◆上位公立高校・難関大学 受験専門塾です！
塾長・塚本は、神明小学校・西宇治中学校出身、羽拍子町在住です。
塾長・塚本が責任を持って全ての生徒を直接指導します。
私なりの理想の塾の姿を日々追求しながら、塚本塾を運営しています。
◆小学部

「論理的思考力」＝「粘り強く考える力」を養い、下地をつくります。

塾長塚本が直接指導する、生徒４名までの個別演習指導です。
・中学受験はせずに、高校受験で上位校に進学する下ごしらえをしたい
・目先の点数にとらわれすぎずに、しっかりした「勉強力」を身につけたい
・数量感覚・空間把握能力・見抜く力・発想力を養いたい
・論理力・語彙力を鍛えて、幅広い知識を得ていくための基礎力をつけたい
伸びしろを広げて、後伸びする下地をつくるための小学部です。
◆中学部

堀川・嵯峨野・西京・桃山・南陽・城南菱創 等の上位校を目指します。

「自分の力と意志」で「とことん闘いぬく」個別演習指導の塾です。
・定期テスト 1 週間前には全員、「毎日勉強会」で特訓する塾
・定期テスト直前の土・日は「８時間耐久特訓」
（８耐）で鍛える塾
・年間９回の全国模試を実施し、総合的実力の養成を重視する塾
・本気で頑張りたい人にとって、とことんまでやれる環境を提供する塾
を基本方針としています。
◆高校部

国公立大学・関関同立などの難関大学合格を目指します。

各自のテーマに合わせて学習を進める、自学サポート形式の指導です。
・難関大学の一般入試を実力で突破したい
・評定平均を上げて、学校推薦型選抜や総合型選抜での合格を目指したい
・看護・医療系など、専門性の高い進路を視野に入れて将来を考えたい
様々な希望に対してベストの方向性を打ち出し、理想の進路へ伴走します。
◆ご相談はいつでもお受けします！
お電話・お問い合わせフォーム・メール・ご来訪など、いつでもどうぞ！
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★塚本塾はこんな生徒に向いています★
塚本塾は「上位公立高校・難関大学受験専門」「長時間・個別演習指導」の塾です。
とことん頭を使って、自分のペースで考える時間が長い塾です。
学校の教科書、塾のテキストやプリント、本棚にある教材などを利用して、
自分の力で、時には苦労しながらも各自の問題に取り組みます。
どうしてもわからない時には、塚本や講師の先生からヒントをもらってさらに調べて、
考えます。
「自分の力」で到達してはじめて、本当の力がつくのです。
そのために、一般的な塾よりも長い指導時間をとっています。
中学生は１日３時間、中３や高３の受験時期には一日中自分のすべき勉強ができます。
ただし、「自由に勉強できる」ということは、ある意味では大変厳しいことです。
塚本塾の教室は、「自分と闘う場」と覚悟してください。
自分と闘う覚悟ができている生徒には、塚本は魂を注いで全力で支えます。
自分を高めたい意欲を持って行動する生徒には、とても居心地のよい環境です。
塚本塾では、静かに学習できる「集中環境」を整えています。
塚本塾は、学習を大切にする仲間と切磋琢磨しながら、自らの意志と力によって自分
を高めていく塾です。
したがって塾生には、「強い意志」と「高いレベルの当たり前」を要求します。
克己心と向上心は、塚本塾生に必要不可欠な要素です。その中でとことん頑張ってみ
たい、自分を高めていきたいと思う人には最適な環境です。
また、塚本塾では入塾基準を設けています。
入塾基準を設けている理由は、「個別演習指導」形式の学習で成果を上げるためには、
一定の基礎学力が必要だからです。
ただし、学力以上に塚本が重視しているのは、困難に立ち向かい、自分で切り開いて
いく「強い意志」を持ち、かつその力を継続できることです。
現状の学力が高くても、受け身でいつまでも指示を待っているタイプの人は塚本塾に
は向きません。一方で、今の学力には少し不安があっても、根性で切り拓き、
喰らいついていく「強い意志」を持つ人は塚本塾にぴったりです。
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塚本塾に向いている生徒のタイプを挙げると・・・
１．基礎学力（通知表で 3,5～４以上）のある生徒
集団授業とは違い、自分のペースでどんどん学習を進めることができるので、
一定の基礎学力がある生徒の伸びには目覚しいものがあります。
反対に、一から教えてほしい、１対１のつきっきりで教えてもらいたいという生
徒には向いていません。
２．じっくり長時間の学習に魅力を感じる生徒
１日の指導時間が長い（通常３時間・受験時期８時間）ので、多くの問題に取り
組むことができ、ほとんどの重要な問題をこなしてからテスト本番に臨めます。
じっくり考える時間をたくさん取りたい、たくさんの課題をこなして自分の力を
貪欲に試していきたいという生徒にはぴったりです。
反対に、３時間や８時間の集中学習は体力・集中力が持たない、もっと短時間で
勉強したいという生徒には向いていません。
３．塾を勉強部屋のように、毎日でも使いたい生徒
塚本塾の中学生特訓コースや高校生は、開校日には毎日通塾することができます。
また、中学生標準コースでは週４回の通塾ができます。積極的に塾を使える生徒
は、それに比例して力を伸ばします。毎日塾に来る人には宿題はほとんどありま
せん。なぜなら必要な勉強は全て塾でやるからです。また、部活のない日や時間
が空いた時など、通塾日には何時でも自習に来ることができます。
塚本塾ではこのように、
「毎日塾に来る」ことができます。塚本と塾生がスクラム
を組んで密な関係を築き、日々の学習に取り組んでいきます。したがって、毎日
でも通えるような塾が理想である、週に何日も通えるのが魅力だ、という生徒に
はぴったりです。
４．静かな環境の中で、自分の課題を自分のペースでこなしたい生徒
塚本塾では、静かに学習できる「集中環境」を整えています。学習中は、各自が
自分の課題と真剣に向き合っています。得意な分野は学年を越えて先に進めたり、
苦手な分野や必要な単元は以前に戻って学習したりするのも自由です。全て塚本
との相談のもとに、自分のペースで進めることができます。ですから、静かな中
で、黙々と自分のペースで進めていくことが好きな生徒にぴったりです。
反対に、集団授業の中で、ワイワイと楽しく勉強したいという生徒には向いてい
ません。
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◆塚本塾 入塾基準◆
塚本塾では、各々の高い志のもと、より高みを目指す集中環境を創るために、入塾基準を設けております。
以下の５項目全ての条件を満たしていることを、入塾の基準といたします。

１．小学生は勉強の優先順位が高く、前向きに取り組める生徒であること。
中学生は通知表の英数国が４以上であり、かつ勉強に本気で取り組める生徒であること。
高校生は学校の平均点以上の成績を有し、かつ勉強に本気で取り組める生徒であること。
２．将来、大学進学を目指しており、その実現のために、京都御三家・南陽・城南菱創をはじめとする
上位高校、または同水準の高校合格を目指していること。
３．上記の進学校合格のために、部活等を理由に学習を犠牲にせず、いかなる努力も惜しまないこと。
４．塚本塾や、他の塾生の迷惑になる行為をしないこと。
５．「自分の意志と自分の力で、とことん闘いぬく」という
塚本塾の指導方針に、保護者様が賛同していただけること。

◆塚本塾 入塾の流れ◆
１．お問い合わせ
どのようなことでも結構です。お電話、ホームページ問合わせフォーム、ご来訪にて、まずはご相談ください。
２．保護者面談
ご都合のよい日時に１時間程度のお時間をいただき、保護者面談をお願いいたします。
塚本塾の指導方針・理念についてご説明し、ご質問にお答えいたします。
面談の際、通知表や定期テスト結果、模試結果などがあればお持ちください。
なお、ご希望の場合は生徒本人と保護者様との三者面談でも実施いたします。
３．体験授業・入塾テスト
生徒本人と塚本塾との相性の確認や、個別演習形式の指導の体験など、自分に合っているか、
続けていけるかどうかをご判断ください。体験費用は無料です。入塾テストはありません。
ただし、個別演習指導では、自分の力で学習を進められる基礎学力は必要です。
４．入塾
体験授業を経て、塚本塾で上位校を目指して頑張ろう！と思っていただければ正式な入塾となります。
強引な勧誘等は一切いたしませんのでご安心ください。
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塚本塾 ２０２２年度 時間割・月謝のご案内

「教養のための読書会」
◆教養のための読書会とは
教養を身につけるための読書をする会です。対象は小学１年生～６年生です。
週に１日、教養を身につけるための読書の時間を、塾で確保します。
単に本を読むだけではありません。様々な狙いがあります。以下の説明をご覧ください。

◆読書会の目的
この「教養のための読書会」は、次のような狙いをもって行います。
◇幅広い知識を獲得し、興味関心の幅を広げる。
◇強制的に読書時間を確保することによって、一定の読書量を確保する。
◇教養系書籍を通して、語彙力をつける。
◇新しく知った事柄をまとめて書くことで、アウトプットの量を確保し、抽象的な概念を獲得する。
◇わからないことを調べることによって、自ら解決する力を育成する。
◇新しく知ったことを先生や保護者に伝えてアウトプットし、プレゼンテーション力（説明力）を育成する。
◇興味のある本を自分で選択することによって、自ら学ぶ能動的な姿勢を育成する。
これらを通して、「学び方」を知ります。
「学び方」 が身についていれば、何にでも対応ができます。とても簡単に言うと、「成績の良い子」ではなく、
「頭の良い子」を育てようというものです。「頭の良い子」であれば、テストの点数などは自然によくなります。

◆対象： 読書を通して知識教養を身につけたい小学１年生～６年生
◆日時： 月・火・木・金（８月度からは土日もあり） 週１回１２０分～１８０分
◆月謝： 8,800 円（税込）／１ヶ月度（３，５週）教材費・設備費等全て込
（初回のみ入塾金 22,000 円（税込））
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～「勉強力の下ごしらえ」

小学生コース～

◆「ゆっくり、じっくり、ていねいに」 考える力をつける指導
◆数量感覚・空間把握能力・見抜く力・発想力などの「勉強力」の養成指導
上記２つの指導を合わせたコースです。

習い事の多い小学生にぴったり！
【選べる曜日・時間の個別指導】
指導学年： 小１～小６
指導内容： 論理国語・ハイレベル算数・色板・つみ木・論理パズル・先取り英語
※１回１２０分の中で、各生徒に応じた内容・レベルの指導をします。
※教科の枠にとらわれずに、広い観点から指導内容を吟味します。
週３コース
指 導 時 間

週２コース

１６時～１９時の間で、１回１２０分

週１コース

時間は自由に設定できます。

通 塾 回 数

週３回

週２回

週１回

指 導 科 目 数

３科目

２科目

１科目

月火木金（土）のうち３日

月火木金（土）のうち２日

月火木金（土）のうち１日

指 導 曜 日
指 導 形 式

塚本：生徒４名までの、塚本がついて指導する個別指導形式です。

休 校 日
月

謝

テキスト・教具代（年初のみ）

学力テスト（模試）
春・夏・冬期講習

水曜日＆月１回の土・日は休校日です。
３７，０００円（+税３，７００円）

２８，０００円（+税２，８００円）

１５，０００円（+税１，５００円）

２０，０００円（+税２，０００円）

２０，０００円（+税２，０００円）

２０，０００円（+税２，０００円）

小１・小２

年５回

４・６・８・１１・１月実施 （小１の４月はありません）

小３

年６回

４・６・８・１１・１・２月実施

小４～小６

年９回

４・６・７・８・９・１１・１２・１・２月実施

※塾生必修受験

春期・夏期・冬期の学休期間に実施 （小４生以上必修受講）

※塚本塾では、各種中学受験は扱っておりません。
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～中学１年生・２年生 上位公立高校合格コース～
特訓コース（８月度より開講）

標準コース

エントリーコース

１９：１０～２２：００

１９：１０～２２：００

自習は月火木金に１３時から可

自習は通塾日に１３時から可

１９：１０～２２：００
指 導 時 間

自習は毎日１３時から可
（土・日は８月度（８/１５）より
９時～１７時のうち３時間指導）

通 塾 回 数

週５回～６回

週４回

週３回

指 導 科 目

全５教科

全５教科

原則として５教科

指 導 曜 日

月火木金土日（土日は月３回）

月火木金

月火木金のうち３日

指 導 形 式

塚本の指導のもとに学習計画を立て、生徒各自が学習をすすめる個別演習型の指導です。

休 校 日
定期テスト対策
（８耐・朝勉）
定期テスト１週間前
「毎日勉強会」
月

謝

テキスト代（年初のみ）

水曜日＆月１回の土曜日・日曜日
「８時間耐久特訓」（８耐）、「朝イチ勉強会」（朝勉）ともに、全て無料で参加できます。
全コース無料で参加できます。ただし、参加人数によって時間調整を行う場合があります。
４０，０００円（+税４，０００円）

３６，０００円（+税３，６００円）

３３，０００円（+税３，３００円）

３０，０００円（+税３，０００円）

３０，０００円（+税３，０００円）

３０，０００円（+税３，０００円）

学力テスト（模試）
春・夏・冬期講習

年９回

４・６・７・８・９・１１・１２・１・２月実施 （塾生必修受験）

春期・夏期・冬期の学休期間に実施 （塾生必修受講）

※１学年度の期間
中１： ４月度～翌年２月度

中２・中３： ３月度～翌年２月度
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～中学３年生 上位公立高校合格コース～
特訓コース（８月度より開講）

標準コース

エントリーコース

１９：１０～２２：００

１９：１０～２２：００

自習は月火木金に１３時から可

自習は通塾日に１３時から可

１９：１０～２２：００
自習は毎日１３時から可
指 導 時 間

８月度（８/１５）より、
土曜日： ９時～１７時（８時間）
日曜日： ９時～１７時（８時間）

通 塾 回 数

週５回～６回

週４回

週３回

指 導 科 目

全５教科

全５教科

原則として５教科

指 導 曜 日

月火木金土日（土日は月３回）

月火木金

月火木金のうち３日

指 導 形 式

塚本の指導のもとに学習計画を立て、生徒各自が学習をすすめる個別演習型の指導です。

休 校 日

水曜日＆月１回の土曜日・日曜日

定期テスト対策

「８時間耐久特訓」（８耐）、「朝イチ勉強会」（朝勉）ともに、全て無料で参加できます。

（８耐・朝勉）
定期テスト１週間前

全コース無料で参加できます。ただし、参加人数によって時間調整を行う場合があります。

「毎日勉強会」
トップ校合格

１日８時間×１０回

「日 曜 特 訓」

費用： 無料

１日８時間

費用： ８０，０００円

全て月謝に含みます。

（全１０回）

（+税８，０００円・教材費込）
別途お申し込みとなります。

（１０/１８～１/３１）
月

謝

テキスト代（年初のみ）

模

試

５０，０００円（+税５，０００円）

４０，０００円（+税４，０００円）

３６，０００円（+税３，６００円）

４０，０００円（+税４，０００円）

４０，０００円（+税４，０００円）

４０，０００円（+税４，０００円）

年９回

春・夏・冬期講習

～高校部

４・６・７・８・９・１０・１１・１２・１月実施 （塾生必修受験）

春期・夏期・冬期の学休期間に実施 （塾生必修受講）

難関大学受験コース ～

◆自学指導 ／ ２４時間 LINE 質問サポート ／ 映像授業「学びエイド」◆
本気で勉強したい人に最適な学習環境を提供します。
高校部
指 導 形 態

難関大学受験コース

自学指導と ２４時間 LINE 質問サポート。 １９時～２２時は担当講師による個別指導も受けられます。
映像授業「学びエイド」は、１コマ５分・全科目対応の音声解説付き参考書です。

時
通
費

９：００～２３：００ いつでも教室使用可

間
塾

日
用

塚本塾の年間予定に準ずる。
教室使用は、９時～２３時で３６５日いつでも自由に使用可能。
高１の４月～高２の６月

３１，０００円（+税３，１００円） 学びエイドはプラス３，０００円（+税３００円）/月

高２の７月～大学合格

３４，０００円（+税３，４００円） 学びエイドはプラス３，０００円（+税３００円）/月
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●塚本塾 ２０２２年度 要項●
◆対象学年

小学１年生～高校３年生（既卒生も可）

◆指導科目

小学生・中学生の全科目、高校生は英語・数学・その他（LINE 質問・学びエイドは全科目対応）

◆指導回数

指導回数 年間で４２週分 （１ヶ月度が３，５週分・祝祭日の休みは別日に振替）
※１学年度の期間： 小１～中１は４月～３月が１学年度、中２～高３は３月～２月が１学年度です。

◆休み講習

学休期間には、春期講習・夏期講習・冬期講習を行ないます。
塾生は全員必修受講です。

◆学力判定模試 小学生

４・６・７・８・９・１１・１２・１・２月

年９回実施（実施回数は学年による）

中１・中２

４・６・７・８・９・１１・１２・１・２月

年９回実施

中３

４・６・７・８・９・１０・１１・１２・１月

年９回実施

塾生は全員必修受験です。
◆費用

入塾金 ２０，０００円（+税２，０００円）
設備費 ６、０００円（+税６００円）×年２回 （３月末と９月末のお支払・年度途中の入塾は月割計算）
月謝

別欄案内に記載 （中３の３月度は入試終了後の時期を含み、月謝一律３０，０００円）

教材費 別欄案内に記載
講習費 春・夏・冬期講習費用
※講習実施 1 ヶ月前に日程・受講料等の詳細をご案内いたします。
模試代 小１～小４（２科目）

２，５００円（+税２５０円）/１回

小５・小６（４科目）

３，０００円（+税３００円）/１回

中１～中２の２月まで

３，８００円（+税３８０円）/１回

中３の４月以降

４，５００円/（+税４５０円）/１回

※模試実施月のご請求金額に加算いたします。
◆割引制度

兄弟姉妹割引

入塾金半額（１０，０００円） （※入塾金については過去の兄弟在籍も適用します）
金額が低い生徒の月謝を１０％減額
下級学年の方の設備費はすべて無料

◆気象警報発令時

通塾時間帯に暴風警報発令時は休校とし、後日、振替日を調整いたします。
その他の警報発令時の出席及び欠席は、各ご家庭でご判断ください。

◆受付時間

電話： 毎日 午前１０時～午後１０時

◆休校日

毎週水曜日・月１回の土曜日、日曜日

※ホームページのお問い合わせフォームからが便利です。
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★年間の必修講座 ２０２１年度の例★
２０２１年度の例 季節講習 日数＆受講料

春期講習

３/２２（月）～４/４（日）

小学生

９０分✕６日

１１，０００円 （+税１，１００円）

中１

３時間✕１０日

３８，０００円 （+税３，８００円）

中２

３時間✕１０日

３８，０００円 （+税３，８００円）

中３

３時間✕１０日

３８，０００円 （+税３，８００円）

高校生

時間フリー×１０日

２０，０００円 （+税２，０００円）

夏期講習

７/２５（日）～８/９（月）

（８/１４（土）からは８月度通常授業）

小学生

９０分✕９日

１６，０００円 （+税１，６００円）

中１

３時間✕１４日

５０，０００円 （+税５，０００円）

中２

３時間✕１４日

５０，０００円 （+税５，０００円）

中３

９時間✕１４日

６０，０００円 （+税６，０００円）

高１・高２生

時間フリー×１４日

３０，０００円 （+税３，０００円）

高３生

時間フリー×１４日

４０，０００円 （+税４，０００円）

冬期講習

１２/２０（月）～１/６（木） （１２/２７（月）～１/４（火）は休校、中３生は年末特訓あり）

小学生

９０分✕５日

９，０００円 （+税９００円）

中１

３時間✕７日

２７，０００円 （+税２，７００円）

中２

３時間✕７日

２７，０００円 （+税２，７００円）

中３

９時間✕８日

５０，０００円 （+税５，０００円）

高１・高２生

時間フリー×８日

１７，０００円 （+税１，７００円）

高３生

時間フリー×１１日

３０，０００円 （+税３，０００円） （年末年始も自習自由）
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★年間の選択講座 ２０２１年度の例★

２０２１年度 中３生・高校生対象

夏期強化合宿

日程＆参加費用

城陽市の進学塾・明秀館の中３生・高校生とともに切磋琢磨する３日間です。
上位高校・難関大学に進学する未来の同級生に出会う確率が、かなり高いです！
日程： ８/１１（水）～８/１３（金） ２泊３日 費用：約４５，０００円 （+税４，５００円）
（宿泊・食事・教材・イベント等全て込み・交通費は別）

２０２１年度 中３生対象 トップ校合格 １日８時間 日曜特訓

全１０回

１０月１７日～１月３０日 入試総合演習 プラス 教養動画視聴＆レポート
９時～１７時 全１０回 ８０，０００円 （+税８，０００円）（教材費込）
※月ごとの分割（５ヶ月分割・１６，０００円（+税１，６００円）/月）でのお支払いも可能です。
※１０月度から卒塾時点までの通常授業が特訓コースの方は、日曜特訓を通常の月謝に含みます。

２０２１年度 中３生対象

年末特訓

日程＆参加費用

日程： １２/２７（月）～１２/２９（水）の３日間
内容： 「古文読解特訓」・「英語長文速読特訓」・「英作文特訓」（予定）
時間： 午前９時～午後３時
費用： ８，０００円（+税８００円）/１日

２０２１年度 中３生対象

冬期塾内合宿 １４時間勉強会

日程＆参加費用（予定）

入試直前追い込み ＆ 「一心に集中」を体得する 勉強会
日程： １/８（土）～１/１０（月・祝）の３日間
朝８時から夜１０時まで、自分で計画を立てた内容に、一心に打ち込みます。
夏期強化合宿の時の意気込みを、入試直前に塾内で再現します。
期間中の昼食は塚本塾が用意します。
１日のみ、２日のみでも参加できます。
費用： １０，０００円（+税１，０００円）/１日
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