
※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。
※ ２学期の理社は18：40～22：00になります。
※ 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。

（税込）
学年

新
4
年

新
5
年

新
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　２０１7年度（平成２9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

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

ご相談

ご相談

火・木・金
月
※1

※1

火・水・木・金
のうち3日
火・水・木・金
のうち２日
火・水・木・金
のうち１日

土

土

土

土

授業時間

19：35～21：45

19：35～21：45

19：35～21：45

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：45

19：35～21：45

19：35～21：45

19：35～21：25

19：35～21：25

19：35～21：25

19：15～21：25

19：15～20：15
または20：25～21：25
19：35～21：45
19：00～22：10

※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　２０１7年度（平成２9年度）
学年

新
中
学
1
年

新

中

学

2

年

新

中

学

3

年

教材費（半年）
前期 23,068円
後期 15,228円
前期 18,366円
後期 11,167円
前期 11,534円
後期  6,091円
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 16,200円
後期 15,228円
前期 12,355円
後期 11,167円
前期  7,516円
後期  6,091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   7,776円
後期  2,592円
前期  4,665円
後期  1,552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 21,900円
後期 24,600円

前期 13,500円
後期 16,200円

前期 22,224円
後期 26,544円

前期 13,500円

後期 18,144円

ーー 

ーー 

前期 22,320円
後期 35,820円

前期 17,820円

後期 17,820円

ーー 

ーー 

ーー 

ーー 

授業料（月額）

 23,760円

 19,440円

 10,800円

 20,520円

 15,120円

   9,720円

 23,760円

 19,440円

 10,800円

 20,520円

 15,120円

  9,720円

  7,560円

  4,320円

 37,800円

※1

※1

25,920円

20,520円

11,880円

10,800円

 6,480円

※3

※3

※2

●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。

中学部中学部
新中学1年生～3年生

小学部小学部
新小学４年生～６年生

 公立中高一貫校受験を
 お考えの方へ
公立中高一貫コース

　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。 

 都立自校作成校、および
 私立難関校をお考えの方へ

特訓科コース
　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。

進学科コース

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

新年度 体験授業新年度 体験授業新年度 体験授業 ●期間中、3月度授業（最大2週間）又は春期講習（小
　学生3日間、中学生4日間）を無料で体験できます。
●無料体験授業を受講後、入塾時にオモテ面記載
　の「紹介キャンペーン」の特典を適用します。

受
付
中

無
料
無
料
無
料
無
料

ともに成長していこう！！
～学びあい、支えあい～
生徒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
子供たちに勉強を教えるのみでなく、「子供も先生も、
ともに成長していこう」という想いです。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。

1970年から豊田一筋！！
～豊田地区の学習塾の
さきがけとして～
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で、
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」を心がけ
てきました。

根気強いフォロー！！
　～置いてきぼりにはさせません！～

授業では、難しい内容でも子供たち
が理解できるような説明の仕方を心
がけています。それでも成績が伸び
悩んだり、やる気を失くしたりして
いるお子様には、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、決して分からないとこ
ろを分からないまま放っておかせな
い、置いてきぼりにしない、そんな指
導を心がけています。

の伝統 の指導 の信頼


