
豊田校舎

〒191-0062  日野市多摩平1－4－7

042-583-5280㈹
受付時間／14：00～21：00（月～土）

http://www.lets-jpn.com
三菱東京UFJ銀行 ●

とみん銀行 ●

● 八王子信用金庫

● 京王ストアー

● 日野二中
● 日野六小

至八王子 至立川

至甲州街道

豊 田 駅
北 口

三井住友銀行 ●

学朋舎レッツ 
豊田校舎

西友 ●

紀の国屋 ●

●
みずほ銀行

多摩平第７公園

お問合せ・お申し込みはホームページ又はお電話にて。

学年

4年

5年

6年

 コ ー ス 名　　

四進科（４科）

四進科（２科）

進学科（２科）

進学科（１科）

四進科（４科）

四進科（２科）

中 高 一 貫

進学科（２科）

進学科（１科）

四進科（４科）

四進科（２科）

中 高 一 貫

進学科（２科）

進学科（１科）

日 数

３日

２日

２日

1日

３日

２日

２日

２日

1日

４日

３日

２日

２日

1日

 授業時間

17：00～18：50

17：00～18：50

17：00～18：50

17：00～18：50

17：00～21：05
17：00～21：05
17：00～18：50
17：00～18：50

17：00～18：50

17：00～18：50
17：00～21：05
17：00～18：50
17：00～21：05
17：00～18：50
17：00～18：50

17：00～18：50

17：00～18：50

 科目・週間時間数
算数50×２・国語50×２
理科50×１・社会50×１
算数50×２・国語50×２

算数50×２・国語50×２

算数または国語50×２
算数50×５・国語50×３
理科50×２・社会50×２
算数50×５・国語50×３

算数50×２・国語50×２

算数50×２・国語50×２

算数または国語50×２

算数50×６・国語50×４
理科50×２・社会50×２
算数50×６・国語50×４

算数50×２・国語50×２

算数50×２・国語50×２

算数または国語50×２

■小学部 開設コース一覧　２０１1年度（平成２3年度）

私国立中学受験を
お考えの方へ
私国立中学受験では、小
学校での学習に少し上乗せしたレベルの内容で合格で
きる中学から、多くの知識や応用力を必要とする中学
まで様々です。レッツでは、実績のある四谷大塚のシ
リーズに沿って『導入⇒演習⇒解説⇒復習』といった
サイクルで学習していきますので、これらの中学受験
に無理なく、柔軟に対応できるようになっています。ま
た授業は少人数で実施しますので、一人ひとりを細か
く見ることができます。

公立中高一貫校受験をお考えの方へ
公立中高一貫校の適正検査では、記述力、表現力、資料を読み取
る力などが問われます。これらの学力を身につけるためにレッツでは次のように進めていきます。
①小学校５年生または６年生の１学期までに国語と算数は小学校内容の学習を一通り終わらせます。
②その後、国語、算数、理科、社会について適正検査で問われる基礎内容を学習します。作文指導も適宜
　行います。
③基礎の確認ができたら、実際の適性検査問題を通して得点力を身につけます。

受験はしないが、基礎学力を身に
つけさせたいとお考えの方へ
小学校でのテストがよくできていても中学生になってつまずいてしまうお子様がた
くさんいます。どうしてでしょう？それは正しい学習習慣と勉強法が身についていない、または長期的な記憶として
知識が定着していないからです。そこでレッツでは、小学校のうちにこれらの問題点を改善できるように一人ひとり
にきめ細かく対応していきます。小学校の進度より多少速い程度ですので、無理なく学習に取り組めます。

2月度体験授業2月度体験授業 ●この期間中、以下の授業が無料体験できます。
●現中１、中２のお子様は定期テスト対策授業も一緒に体験できます。
●体験授業後すぐにご入塾の場合、入会金（１０，５００円）と１か月分の
　授業料をご免除いたします。

3   1㈫新年度スタート より

四進科コース

公立中高一貫コース

進学科コース

都立自校作成校、および私立難関校をお考えの方へ
都立国立高校、八王子東高校などの独自問題出題校を目指す方は、早い段階から

しっかりとした準備が必要です。なぜなら中学で学習する内容からレ
ベルアップした問題が出題されるからです。これらの高校では、国立
大学や難関私立大学への合格者を多数輩出することが目標となりま
すので、高校生になっても通用する能力が要求されるのです。その能
力を身につけるために、ある程度高度な内容まで学習するのがよい
でしょう。レッツの特訓科クラスでは中3の春までに中学内容を終了
し、入試レベルの復習をします。復習にかける時間がたっぷりあるの
で、難関校に合格できるだけの学力が身につきます。

中学生活と勉強の両立を
お考えの方へ
今までの学習内容が未定着な方や中
学校での成績に不安がある方は、基礎学力と学習方法が身につく受
験科クラスがおすすめです。学校より少しだけ早い進度で授業をしま
すので、学校で習うときには授業内容がよくわかります。また定期テ
スト前には塾の授業内でテスト対策も実施しますのでしっかり取り組
めば内申対策も万全です。期末テストの結果があまり良くなかった人
や、小学校内容につまづいている現小学6年生の人は、この春から
しっかりとした取り組みをしましょう。

特訓科コース

受験科コース

※体験期間は最大２週間です。

※体験期間は最大２週間です。

受
付
中

＊1 中3特訓科（2科）・（1科）は受講科目により開講曜日･時間・学費が異なります。詳し
     くは各教室までお問い合わせください。
＊2 中3特別講座は2学期開講となります。Aクラスは英数応用クラス、Bクラスは国数英
     理社の基礎クラスです。1教科から受講できます。
●教室により、一部開講曜日･授業時間が異なることがあります。

●多教室の大手塾とは違い、レッツでは生徒の学力、志望校に対応した入試対策を実施しています。
他塾では上位クラスの授業のカリキュラムは難関校に対応したものになっており、毎年の生徒のレベ
ルの変化に合わせてそれを変更することが難しいのが現状です。レッツでは生徒のレベルと志望校に
合わせたカリキュラムで授業を進めますから、自分の第一志望校に無理なく無駄なく合格できます。 

 平成22年合格実績 
私立中学入試　工学院大学附属中、聖徳学園中
都立高校入試　八王子東（4）、国分寺（３）、北多摩、日野台（4）、南平（4）、昭和（２）、小平南（２）、その他多数
私立高校入試　中大附、帝京大（７）、錦城、東京電機大（２）、杉並学院特進（３）、八王子文理進学（６）、拓殖
　　　　　　　大学第一（７）、明星学園、工学院大附属（4）、共立女子第二（推１、一般１）、その他多数
国公立大学入試　横浜市立大、奈良女子大
私立大学入試　早稲田大（２）、明治大、中央大、日本女子大、法政大、日本大、武蔵野大（推）、昭和女子
　　　　　　　大、駒澤大、その他多数

（豊田校舎１校での合格実績です）

  コース名

特訓科（３科）

特訓科（２科）

特訓科（１科）

受験科（３科）

受験科（２科）

受験科（１科）

特訓科（３科）

特訓科（２科）

特訓科（１科）

受験科（３科）

受験科（２科）

受験科（１科）

理社科（選択２科）

理社科（選択１科）

特訓科（３科）

特訓科（２科）

特訓科（１科）

受験科（３科）

受験科（２科）

受験科（１科）

理社科（選択２科）

理社科（選択１科）

中3特別講座A

中3特別講座Ｂ

科目・週間時間数
英語60×２・数学60×２
国語60×２
英語60×２・数学60×２
国語60×２のうち２科
英語60×２・数学60×２
国語60×２のうち１科
英語50×２・数学50×２
国語50×２
英語50×２・数学50×２
国語50×２のうち２科
英語50×２・数学50×２
国語50×２のうち１科
英語60×２・数学60×２
国語60×２
英語60×２・数学60×２
国語60×２のうち２科
英語60×２・数学60×２
国語60×２のうち１科
英語50×２・数学50×２
国語50×２
英語50×２・数学50×２
国語50×２のうち２科
英語50×２・数学50×２
国語50×２のうち１科

理科60×１・社会60×１

理科60×１・社会60×１
のうち１科
英語・数学・国語各60×２
英語・数学各90×1

　　　　   ＊1

　　　　   ＊1

英語60×２・数学60×２
国語60×２
英語60×２・数学60×２
国語60×２のうち２科
英語60×２・数学60×２
国語60×２のうち１科

理科45×２・社会45×2

理科45×２・社会45×2
のうち１科

英語・数学 各90分

国･数･英･理･社各90分

開講曜日

火・木・土

火・木・土
のうち２日
火・木・土
のうち１日

火・木・土

火・木・土
のうち２日
火・木・土
のうち１日

月・水・金

月・水・金
のうち２日
月・水・金
のうち１日

月・水・金

月・水・金
のうち２日
月・水・金
のうち１日

土

土

火・木・金
土

＊1

＊1

火・木・金

火・木・金
のうち２日
火・木・金
のうち１日

月

月

土

土

授業時間

19：15～21：25

19：15～21：25

19：15～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：15～21：25

19：15～21：25

19：15～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25
19：15～21：25
または20：25～21：25
19：15～21：25

19：15～21：25
18：15～21：25

＊1

＊1

19：15～21：25

19：15～21：25

19：15～21：25

19：00～22：20

19：00～20：35
または20：45～22：20

＊2

＊2

■中学部 開設コース一覧　２０１1年度（平成２3年度）
学年

1年

2年

3年

小学部

中学部

新小学
４年生～６年生

新中学1年生～3年生


