
●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　　　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）

　 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

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

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

19：35～21：45

19：35～20：35
または20：45～21：45

■中学部 開設コース一覧　２０１7年度（平成２9年度）
学年

1
年

2

年

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

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

  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

●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。

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

（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）

開講曜日

水・土

水・土
のうち1日

火・金

火・金
のうち１日

火・木

火・木
のうち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

直接お問い合わせください。

ご相談
ください

ご相談
ください

 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

小学部小学部
小学４年生～６年生

中学部中学部
中学1年生～3年生

全国統一小学生テストを実施します！学校レベル
の易しい問題から始まりますので初めての方も
お気軽にお申込ください。

■日時／11月3日（金・祝）９：００集合 
■対象／３年生～6年生 
　　　　　（申し訳ございませんが１・２年生は実施致しません）
■科目／３年生：２科目
　　　　４・５・6年生：２科目または４科目 
■お申込方法／学朋舎Let’sＨＰ・四谷大塚公式
　　　　　　　サイトまたは学朋舎Let’s窓口から
　　　　　　　お申込ください。

無料 小3・4・5・6年生
金 テスト二週間前：一人ひとり面談の上、テストの目標点を決めます。学校

のワークを自学でしっかりやるように指示を出します。講座ではオリジナ
ルの「テスト対策用テキスト」を使用して問題演習・解説を繰り返します。
暗記問題は自学自習を促し、小テストで確認します。
テスト一週間前：暗記問題の定着を繰り返し確認します。進度を踏まえて
さらに問題演習・解説を繰り返します。各中学校の授業内容を確認し、必
要に応じて対策プリントなどを使い、きめ細かく対策授業を実施します。
テスト直前の土日など：一人ひとりの到達度を確認し、さらに個々の弱点
部分を補う補習を実施します。

　一般的に塾では実施が困難な「理科・社会」の対策講座もレッツ
では各中学校別に実施しています。
　基本的にはテスト2週間前から開講します。
　講座では「新単元の導入➡問題演習➡解説➡復習」のサイクルで進めま
す。1教科についておおよそ6時間～8時間位をかけて丁寧に実施します。
　暗記問題は定着をテストで確認しながら進めますので「やりっぱなし」
にはさせません。
　理・社の成績が今ひとつ伸び悩んでいる方は是非この講座を受講してく
ださい。

2学期末テスト対策講座2学期末テスト対策講座

学校別　　　 2学期末テスト対策講座学校別　　　 2学期末テスト対策講座

国数英国数英

理社理社

　頑張っても頑張って
もなかなか成績が上
がらない。次の期末テ
ストでは勉強方法の軌
道修正が必要です。
「勉強法がわかってい
ない」「正しい学習習慣
が定着していない」な
ど、成績不振の原因は様々ですが、それらを抜本的に改善
しないと良い結果は出せません。学朋舎レッツでは一人ひ
とりの問題点を探り出し、着実に改善し、確実に成績アップ
が出来るようにお手伝いします。レッツのテスト対策講座に
参加して得点力アップを体感してください。レッツを知らな
い方は講座が無料で体験出来ます。
■期間／ホームページにてご確認ください。　　　
■費用／無料（過去レッツの無料体験講座等を未受講の方）
■場所／学朋舎レッツ豊田校舎　■対象／現中学1・2年生
※お申し込みは先着順です。誠に申し訳ありませんが定員になり次第締め切らせて頂きます

  

私
も
レ
ッ
ツ
の

期
末
テ
ス
ト
対
策
に

  

通
お
う
っ
と
！

無
料

国数英国数英 理社理社

期末テスト対策講座
中1・中2対象
期末テスト対策講座
中1・中2対象
期末テスト対策講座
中1・中2対象

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

体験授業体験授業体験授業 ●10月度・11月度授業（最大2週間）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


