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学朋舎レッツ 豊田校舎

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。 

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

国立高 1名
立川高 1名
八王子東高 2名
国分寺高 １名
日野台高 2名

2021年（令和3年）入試合格実績

昭和高 3名
小平高（外国語） １名
小平南高 3名
翔陽高  2名
八王子桑志高（システム） 1名

早稲田実業高 １名
中央大学附属高 1名
帝京大学高 3名
錦城高（ ）  1名
八王子高（　） 6名
國學院大学久我山高 1名

特
進
文理
特進

文理
選抜

文理
進学

八王子高（　） 4名
拓殖大学第一高 8名
八王子高（　） １名
東京電機大学高 １名
その他私立高 8名

私  立  高  校

都  立  高  校

都立日野台高等学校、私立中央大学附属高等学校、
拓殖大学第一高等学校 合格
《入塾時期》中２の初め
《レッツの良い点》
●自習室があり、ほぼ毎
日使えるところ。
●授業とは別に英語の
過去問解説の授業を実
施してもらえたこと。
《後輩へのアドバイス》
入試では塾で解いた問
題と似た問題が出るので、
一度やった問題の復習を
何度もしました。また、家
で集中して勉強できない
人は、レッツの自習室で
勉強しましょう。

都立国立高等学校、
私立拓殖大学第一高等学校 合格
《入塾時期》中3の夏
《レッツの良い点》
●授業が丁寧で分かりやす
いこと。
●同じ目標を持った仲間と
同じ環境で学べること。
●自宅学習では補えない多
くのことを学習できること。
《後輩へのアドバイス》
1日あたりの学習時間や量
を決めて、計画的に勉強す
ることが大切です。また、模
試や過去問で点数が良いか
らといって慢心せず、謙虚に
取り組んでください。

F.S君（日野第二中） N.Yさん（日野第四中）

このように、一人ひとり間違えた
問題をすべて解説して理解して
もらうので、分からないまま置い
てきぼりなることはありません。

通常の授業だけでなくテスト対策でも、何度も繰り返
し、身につけてもらえるように指導します。また他の塾
にはないレッツ・オリジナルの予想問題を多く取り入れ
ていますから、無駄のないテスト対策となり、成績を上
げることができます。このようにテスト対策を実施する　
ことにより、１学期中間テストのレッツ生平均点は　　
学校平均を大幅に上回っています。

　　定期テストの２～３週間前か
　　らテスト対策を実施します。
【暗記事項などを確認し、教科書
内容をテストします。】

　　中学校での授業内容を確認
　　します。
【学校の先生が何を教え、何を身
につけてほしいと考えているか。】

　　テスト10日前位から予想問
　　題を作って、今何点取れる
かを確認し、未定着な部分を覚
えるように指示を出します。

　　テスト直前での得点
　　力を確認し、必要に
応じてテスト前日まで補
習等を実施します。

1学期中間テスト レッツ生平均
学年 学校 国語 数学 英語 理科 社会
 日野四中 82.3 87.0 93.0 ─ ─中1 日野二中 69.5 78.0 89.5 ─ ─
 日野四中 87.2 83.5 88.1 ─ ─
中2 日野二中 81.0 80.3 83.5 ─ ─ 
 七 生 中 75.0 86.3 66.0 ─  ─ 
 日野四中 84.5 90.4  80.7 80.8 79.8
中3 日野二中 76.3 86.7 72.8 83.8 83.0
 大 坂 上 84.0 90.0 70.3 92.3 88.0

小学部進学科コース算数

中学部定期テスト対策

1 2 3 4

3　　さらに類題を宿題として　　出し、定着させます。

　　自力で解けなかった問題は一人ひとりす
　　べて解説し、テキストに☆マークをつけ、
自宅で再度復習をしてもらいます。
2　　新単元を導入し、問

　　題演習します。1

都立立川高等学校、私立早稲田実業高等学校、
八王子高等学校〈文理特進〉合格
《入塾時期》小5の1月
《レッツの良い点》
●親身になって、分かるまで
教えてもらえること。
●切磋琢磨できる友人がい
たこと。
●緊急事態宣言中もオンラ
イン授業があり、いつも通り
学習できたこと。
《後輩へのアドバイス》
苦手教科にしっかり時間をか
けつつ、得意教科もバランスよ
く勉強してください。また、体の
バランスを保つために、早寝、
早起きを心がけてください。

H.Y君（日野第四中）
都立国分寺高等学校、私立帝京大学高等学校、
八王子高等学校〈文理特進〉合格
《入塾時期》小6の初め
《レッツの良い点》
●先生がフレンドリーで、
質問したり、英作文の添削
をしてもらえたところ。
●塾のクラスメートと切磋
琢磨し合えること。勉強す
る刺激になりました。
《後輩へのアドバイス》
復習に力を入れてくださ
い。入試直前はほぼ今ま
での復習をしました。そ
れから、塾の暗記テスト、
復習テストに必ず合格す
るように準備しましょう。

I.Y君（日野第四中）

　中学3年間は、自分の将来を決める重要な時期です。大切なことは、「学習の本質を理解する！」ということ。
単に丸暗記や志望校合格の為に勉強するのではなく、「将来の夢の実現に必要となる本物の力」を身につけ
ていくことが必要になります。レッツでは、日々の学習の成果である成績向上と志望校合格を、未来を志向し
ながら本質を究めるものと考えて塾の立場から指導をおこなっています。
　グラフは今年レッツを卒業した生徒の成績の伸びをリアルグラフで表したものです。レッツに入塾し、継続
的に学習すればするほど、真に身についた実力が養成され、安定した成績の伸びが結果として出ていること
がわかります。早めの判断が勝利への秘訣です。レッツは頑張る君を全力で応援します！！

成績UPアッ
プ

勉強は継続すればするほど、確実な　　　　が可能！

中学部開設コース中学部開設コース

小学部開設コース小学部開設コース

※2021年度のみの実績です。
※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）

国語 数学 英語 3科
3年間の偏差値アップ

56

6160
5756

6160
57

11UP 14UP 10UP11UP

6767 7171 7171 7171

国語 数学 英語 3科
3年間の偏差値アップ

49
53

51
47

49
53

51
47

15UP
21UP 15UP18UP 686868686767 6666

国語 数学 英語 3科
2年間の偏差値アップ

53 54
51

57
53

6868

54
51

57

17UP

5UP 9UP
7UP 636362626060

国語 数学 英語 3科
半年間の偏差値アップ

60
6463 64

60
6463 64

1UP

5UP 2UP4UP 6969 666664646464

（レッツ豊田 １校舎の実績です。）

学朋舎レッツの
新型コロナ対策

学朋舎レッツでは以下のような対策を実施しております。
●入室前の検温、手洗い ●マスク着用
●窓を開けての換気 ●空気清浄機の設置


