
　初めて塾の勉強に触れるいい機会
です。楽しく学習しながら計算力・漢字
や語句の習得の他、数的思考力・図形
認識力・文章読解力などの向上を目標
にします。

※お詫び５年生は現在定員に達しており、満席のため新規入塾
を停止しています。せっかくレッツを選んでご検討頂いている
多くの方々のご希望に添えないことは大変心苦しいのですが、
「むやみに拡大路線をとらずに、少人数でシッカリ育てる」との
レッツの理念をご理解の上ご容赦頂きたいと思っています。
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３年生３年生 4年生4年生
2科目 38,160円

４科目 57,240円4日間 5,400円

（全8日間） （全12日間）

5年生は「基本」「応用」クラスと
もに現在定員に達してあり、満席
のため新規入塾を停止しています。

5年生は「基本」「応用」クラスと
もに現在定員に達してあり、満席
のため新規入塾を停止しています。

「基礎から」「基本」「応用」
各クラス若干名の余裕が
ございます。

「基礎から」「基本」「応用」
各クラス若干名の余裕が
ございます。

転塾ご希望の方はお問い合わせください。（お話し合いの
上、転塾した方がお子様本人のためになると思われる場合
のみお引き受け致します。お気軽にご相談ください）

他塾からの転塾ご希望の方は、今後３クラス体制になる冬
期講習前（平成29年11月頃）にお問い合わせください。8日間 10,800円

ごめんな
さい

満席

基本・応用

基礎から
若干名

入塾可
基本・応用

基礎から
若干名

入塾可6年生6年生
5年生5年生

「基本」「応用」クラス計５名のみ募集となります。定員に達した場合は即日申込
終了となります。入塾ご希望の方はお早めにお申し込み下さい。なお、Let’s卒
業生のご兄弟は別途ご相談ください。また、「応用クラス」をご希望の方は、７月
８日（土）までに算国２科目のテストをお受けください。（随時実施いたします）

「基本」「応用」クラス計５名のみ募集となります。定員に達した場合は即日申込
終了となります。入塾ご希望の方はお早めにお申し込み下さい。なお、Let’s卒
業生のご兄弟は別途ご相談ください。また、「応用クラス」をご希望の方は、７月
８日（土）までに算国２科目のテストをお受けください。（随時実施いたします）

※前期のみ・後期のみ
　の受講も可能です。

　学朋舎Let’sは夏期講習も全力投球しま
す！一人ひとりがご満足頂ける納得の講習を
おこないます。かつて大手塾最難関クラスの
担当をしていた最高の講師陣による「考える力
」を伸ばす授業を体験してください。
　一度授業を受けて頂ければ、その良さをお

わかり頂ける自信がありますので是
非夏期講習にご参加下さい。

学朋舎Let’sの安全対策学朋舎Let’sの校舎は２階ですので安心です。東日本大震災
でも物一つ落ちることがありませんでした。また、駅の構内か
ら横断歩道を渡るだけですので電車通学の方も安心です。

通塾に慣れるまで
帰りは駅まで送迎
（３・４年生、５年前半）

登下校メールシステム
無料で全員申込できます。

（保護者の携帯に即時メールします）

校舎周囲に
防犯カメラ
設置

さらに、
塾対象
総合保険
に加入

Let’sは中学受験専門塾として“中学受験のプロ”だけが指導します。目先の点数
を追いかけるのではなく、考え方にこだわり、真の学力を身に付け、結果として最
短距離での合格を目指します。授業は“一人一人の考え方を尊重して進めてい

く”という双方向の対話形式の授業スタイルです。
 

Let’sは一クラス13名以下の少人数授業。しかも教えるのは“中学受験のプロ”ばかりです
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。全員授業にしっかり参加さ
せます。また、「クラスによって教師の質が下がる」といった大手塾のようなこともしません。

お預かりした以上は学力が高かろうと低かろうと、全員責任を持って入試まで導きます。ですから予定定員に達した場
合、心苦しいのですが入塾待機ということになってしまいますが、これも入塾者全員にしっかり責任を持ち、“むやみや
たらに拡大路線はとらない”というLet’sの方針です。

Let’sでは中学受験は保護者のサポートが重要と考えています。しかし、決して勉強を教えるとい
うことではなく、家庭学習の習慣をつけてもらうことや健康面・精神面のサポートといった面にお
いてです。保護者の方に安心して受験生活のフォローをしていただくためにも、保護者会や面談

を２ヶ月に１回のペースで開いています。もちろん、日々の電話相談や面談時期以外の面談も大歓迎です。
 

Let’sでは毎年その年の６年生の受験予定校を訪問して情報を収集します。それも、「ただ説
明会を聞きに行く」といったレベルではなく、小さな塾ならではのフットワークで独自の情報
を集めて、受験生にフィードバックします。受験相談では画一的な偏差値による相談ではな

く、一人一人の生徒の特性を捉えた上でのアドバイスを致します。そして、過去問対策では一人一人に丁寧に添削して
合格に導きます。
 

大手を始め、大多数の塾は「起業家」が様々な業種の中からたまたま「教育
産業」を選んだにすぎません。ですから、コース設定などの発想はまず「利
益がでるか？」ということになります。しかしLet’sは教師が作った塾ですか
ら、まず先に「学習効果」を考えています。Let’sの発想は「子どもたち・保護

者のためになる事をまずやろう！」ここに尽きます。

ただ「問題をひたすらやらせて答えあわせをする」のでは真の授業とは言えません。Let’sの授業では「考
え方を出し合う」ことにこだわります。また５年生までで伸びきってしまうような宿題責めを否定します。５
年生までは基礎学力養成に重点をおき、６年生で応用力に磨きをかけます。 

授業は定時に終わることを目指しますが、質問受けは生徒の納得いくまでトコトン付き合います。先生の都合
を優先させることはしません。また、少人数制ですので「いくら待っても質問できない」ということもありませ
ん。 
地域の私立中学校はもちろん、その年の受験生が希望する中学校を複数回積極訪問し、常に万全の準備で入
試を迎えられるようにフォローします。最終的に合否を分けるのは、わずか数点の差です。その時にその数点を
もぎとるために最大限の努力をします。 

志望校の選定や、受験勉強と習い事との並立など、塾の都合での難関校合格至上主義はとりません。もちろん難関校志望
の方には相応の受験態勢をとりますが、ご家庭の意向を最大限に重視し、生徒の特性を捉えた上でのアドバイスを致しま
す。 
中学入試、特に算数は特殊です。専門性をもった“中学受験のプロ”が教えなければうわべだけの授業になってしまい
ます。Let’sでは中学受験を熟知した教師が、入試問題を見据えて各学年でどのように指導していけば一番効率的か
を考えて指導します。
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 　内申点に左右されない公平な入試
高校受験は中学校の内申点に大きく左右されます。
内申点の取れる子＝「真面目」「積極的」「先生の言うことを守る」「提出物をきちんと出す」「忘れ物をしな
い」「大きく苦手にする科目がない」・・・。「学力はイマイチ」だけど、おおむね上記に当てはまる子、いわゆる
「先生に好かれる子」は高校受験がお得でしょう。
　しかし、そうでない場合は教科担当の先生の主観によって、学力があっても内申点は大きく左右されます。そし
て、高校入試は必ず合格をとらなければならない上に入試日が少ないので、内申でそれな
りの学校の推薦をおさえないとチャレンジができなくなり、手が届きそうでもランクを下
げたり受験自体をためらうことになります。
　一方、中学受験は先生の主観や選り好みが入る余地の無い、「純粋な入試の点数による選抜」です。
（但し都立を除く）
　また、受験機会も午後入試などを活用すると最大７回程度でき、最悪の場合でも、「抑えで公立中がある」ので受
験したい学校にチャレンジ出来ない（不戦敗）ということがありません。ちなみに学朋舎Let’sでは、開校以来7年
間、計7回の入試すべてで全員（100%）合格して全員が私立中または都立中高一貫校に進学しています。
　また、入試に際し小学校の通知表のコピーを提出する中学校が一部ありますが、私たちが「通知表の何処を見て
いるのか？」と中学校へ確認したところ、過去質問したすべての学校が「出席の記録だけ」と回答して来ています。
　また、最近ではごく少数派となっていますが面接を行う学校も、実は面接内容は参考程度の扱いが大多数です。
　つまり、内申を気にしなくて良いと言う訳ではありませんが、内申の事ばかり気にして、「良い子と見られた
い」ためだけに、3年間不本意な活動をする中学校生活には疑問符がつきます。
　そう言った現実を踏まえ、中学入試は内申の呪縛から逃れ、生き生きとした本来のその子らし
い中学生活を送ることができるための受験なのです。

中学受験がなぜ良いのか？「おすすめする理由」中学受験のすゝ め中学受験のすゝ め とは

◆日時：7月15日（土）１5：３０～
◆場所：学朋舎レッツ多摩センター校舎

7 15
15：30～
（土）

中学入試は特別な子がする入試では
ありません。我が子に「かけがえのな
い中高時代にゆとりをもって過ごさ
せ人生の糧にさせてあげたい」と願
う親が決断する入試です。
「興味はあるけど、うちの子には無理
では？」
「小学生からそんなに勉強しなくて
も・・・」と、中学入試を知らない方ほど
考えがちです。
中学入試の世界を知らない方は、是非この講演会で中学
入試の本当の世界をのぞいてください。
中学受験を始めるか、始めないかは聞いた上でじっくり
考えていただければ構いません。
レッツでは入塾の意思はまったく問いません。
話だけ聞きたい方や他塾にお通いの方でも歓迎です。
（資料の準備の関係で事前申込制に致しますが、電話で
お申し込みの場合はお名前だけでも結構です。）

桜美林中・高等学校 教頭 若井一朗先生

わが子の人生に
ゆとりを与える中学受験わが子の人生に
ゆとりを与える
わが子の人生に
ゆとりを与える とはとは

参加をご希望の方
はお電話又はHPの
メールフォームから
お申込み下さい。

校舎長  羽毛田  潤
駒場東邦卒 大学時代に教
え始めたTAP進学教室
（SAPIXの前身）で中学受
験指導の面白さに目覚め
る。
日能研では一教室から駒
東１２名や筑駒５名を出し
たことも。

メインの「中学受験のすゝ め①」をベースに、今回はまた違った視点
で中学受験の良さを語りたいと思います。
（ご覧になっていない方は、当塾ホームページに掲載してありますのでご覧ください）

②②
特別
ゲスト


