
小学生・中学生・高校生のための

豊田校舎

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

お問い合わせ・お申し込みはホームページ又はお電話にて。

三菱東京UFJ銀行 ●
東京都民銀行 ●

● 多摩信用金庫

イオンモール
多摩平の森

● 日野二中

● 

● 日野六小

至八王子 至日野

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 ●

ココス ●

●

多摩平
第７公園

みずほ銀行

クレヴィア豊田
多摩平の森RESIDENCE

●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。
●上記費用とは別に、入会金１０，８００円（入塾時のみ）、維持費１２，９６０円（一年間）が必要です。

（税込）
学年

4
年

5
年

6
年

  コース名　　

進学科（２科）

進学科（１科）

中 高 一 貫

進学科（２科）

進学科（１科）

中 高 一 貫

進学科（２科）

進学科（１科）

日 数

2日

1日

２日

2日

1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

17：00～18：50

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

算数または国語50×２

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50×２・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　２０１5年度（平成２7年度）
教材費（半年）
前期  8,856円
後期  7,992円
前期  5,313円
後期  4,795円
前期 13,608円
後期 12,312円
前期  8,856円
後期  7,992円
前期  5,313円
後期  4,795円
前期 16,848円
後期 19,872円
前期  8,856円
後期  7,992円
前期  5,313円
後期  4,795円

学　　　費
テスト費（半年）

前期 14,256円
後期 14,256円
前期 14,256円
後期 14,256円

前期 14,256円
後期 14,256円
前期 18,792円
後期 30,024円
前期 14,256円
後期 11,880円

授業料（月額）

 9,720円

 5,400円

13,824円

 9,720円

 5,400円

15,120円

 9,720円

 5,400円

（税込）学　　　費
  コース名

受験科（３科）

受験科（２科）

受験科（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）

中3特別講座A

中3特別講座Ｂ

　 科目・週間時間数
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・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

月・水・金

月・水・金
のうち２日
月・水・金
のうち１日
火・木・金
土

※1

※1

火・水・金

火・水・金
のうち２日
火・水・金
のうち１日

月

月

土

土

授業時間

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：45
18：15～21：25

※1

※1

19：35～21：45

19：35～21：45

19：35～21：45

19：00～22：20

19：00～20：35
または20：45～22：20

※3

※3

■中学部 開設コース一覧　２０１5年度（平成２7年度）
学年

中
学
1
年

中
学
2
年

中

学

3

年

教材費（半年）
前期 22,744円
後期 11,016円
前期 18,128円
後期  8,078円
前期 11,404円
後期  4,406円
前期 20,088円
後期 11,016円
前期 15,206円
後期  8,078円
前期  9,072円
後期  4,406円
前期 21,729円
後期 23,004円
前期 16,893円
後期 16,869円
前期 10,108円
後期  9,201円
前期 20,844円
後期 24,300円
前期 16,038円
後期 18,295円
前期  9,979円
後期 10,756円
前期 16,740円
後期 17,496円
前期 11,534円
後期 10,497円
後期　　 ※3   　　

後期　　 ※3   　　

テスト費（半年）

前期 13,500円
後期 16,200円

前期 13,500円

後期 18,144円

前期 21,720円
後期 33,420円

前期 17,820円

後期 17,820円

ーー 

ーー 

ーー 

ーー 

授業料（月額）

 20,520円

 15,120円

9,720円

 20,520円

15,120円

 9,720円

37,800円

※1

※1

25,920円

20,520円

11,880円

10,800円

 6,480円

※3

※3

※2

中学部中学部
中学1年生～3年生

小学部小学部
小学４年生～６年生

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。 

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。

特訓科コース

受験科コース

レッツ豊田校舎開設コース紹介レッツ豊田校舎開設コース紹介

ともに成長していこう！！
子どもたちからこんな質問が出ました。「なんでうちの塾はレッツという名前なの？」もともと
Let'sとは日本語の「～しましょう」という、勧誘の意味にあたる言葉です。私たちがレッツという
塾名に込めるものは、私たちが子どもたちに勉強を教えるのみでなく、「子どもも先生も、とも

に成長していこう！」「WIN-WIN」という想いからです。だから、ただ座っているだけの「お客様」になる子は存在し
ません。壁にぶつかってつらいときや苦しいとき、助け支えあえるのは、ともに受験という目標に向かってがんば
る仲間であり先生なのです。このような雰囲気の中で作り上げられる信頼関係が、レッツの大きな強みです。

根気強いフォロー！！
授業では、難しい内容でも子どもたちがスムーズに理解できるやり方で解説をしています。そ
れでも成績が伸び悩んだり、モチベーションを失している場合は、根気強くフォローしていき
ます。必要に応じて弱点分野を補習し、早期の進度回復を図ります。決して分からないところ

を放っておかない。置いてきぼりにしない。そんな指導をおこなっています。

1970年から日野・豊田一筋！！
地域密着型の塾として、市内小中学校の学習進度や多摩地域中
高の受験事情を熟知している事により、大手系では真似の出来ない、「生徒第一主義！　面
倒見の良い指導」との評価をいただいています。の伝統

の指導

の信頼

豊田地区の学習塾
のさきがけとして

置いてきぼりにはさ
せません！

学びあい、支えあい

※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特訓科の後期テスト費はテスト実施会場により、かわることがあります。
※3 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。
　教材費、授業料、時間割は各教室までお問い合わせください。

※4 ２学期の理社は18：40～22：00になります。
※5 理社のみの受講の場合、学費がかわります。お問い合わせください。
●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。
●上記費用とは別に、入会金10，800円（入塾時のみ）、維持費12，960円（一年間）が必
要です。

国立高 ２名
八王子東高
町田高 1名
小金井北高 1名

桐朋高 1名
中央大学附属高 1名
八王子高（　　） 3名
帝京大学高 1名
拓殖大学第一高（ ） 1名

2015年入試合格実績

（推薦1名）
文理特進
特別奨学生

日野台高 1名
南平高 3名
翔陽高 1名
その他都立高4名 特

進

推
薦

特
進
特
進

推
薦

八王子高（　） 5名
拓殖大学第一高（ ） 1名
武蔵野女子学院高（　）
桜美林高 1名 
駒沢大学高（ ） 1名

文理
選抜

選抜
文系

杉並学院高（ ） 1名
東海大学菅生高（ ） 2名
その他私立高12名3名

（特待生1名）
2名

都  立  高  校
私  立  高  校

※2月末まで学朋舎レッツ豊田校
に在籍した生徒のみの数字です。
（講習生は含みません）
※2015年度のみの実績です。


