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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。 

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

学年

3年

4年

5年

6年

  コ ー ス 名　　

ジュニアコース（２科）

ジュニアコース（１科）

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

1日

1日

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
17：00～17：50
または18：00～18：50
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50×１・国語50×１
算数50×１・国語50×１

のうち1科
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　２０１2年度（平成２4年度）

※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。
　  教材費、授業料、時間割は別紙ご案内にてご確認ください。

　 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

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

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

ご相談

ご相談

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

19：15～20：15
または20：25～21：25
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　２０１2年度（平成２4年度）
学年

1年

2年

3年

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

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

■実施日　　　　　■実施時間
　　　　　　　　　　午後3時より

※上記期間であれば、曜日にかかわらず自由に
　受けることができます。

自分の本当の実力を確かめよう！

無料学力診断テスト
土 土3/10　･17

電話にてお申込ください。

（3／7㈬～3／24㈯）
 上記期間のうち2週間

入塾の有無にかかわらずテストを受け
ることができます。現在の学力診断と
今後の学習目標に役立ててください。
また、ご希望の方は個別相談を承りま
すので、お気軽にご相談くだい。

21下記　　 のうちから自由に受講できます。

※小6四進科、中3生の体験期間は別設定となりますので
　お問い合わせください。

3月度授業  春期講習

無料体験授業
まだレッツを知らない方は、『飛躍的な学力と効率的な学習法』が身
に付くレッツの授業を無料で受講することができます。自分に合っ
た塾探しのひとつとしてぜひ参加してみてください。

ま
た
は

電話にてお申込
ください。

春期講習期間（3／27㈫～4／5㈭）
※１教科から受講できますので、お気軽にお問い合わせください。
※教材費（１教科およそ１,０5０円～）が別途必要です。

2

3月度授業期間
※開講曜日、時間はお問い合わせください。

1

受
付
中


