地域密着１６年の実績

春

期

講

開講

選べる無料指導７日間講習日程

小学２年～６年

習

新中学１年生

パンフレット
内容確認

■算数のテーマは「いかに
早く正確に解くか」

■数学・英語の完璧な予習
を行います

■７日間分指導料無料

■中学進学のお祝

プリント代等のみ

いで完全無料

1000 円

算数

新中学２年生

祝中学 0 円

英語

コース選択
受講日程選択

数学

新中学３年生
お問合せ電話

■中２の１学期をスムース
にスタートするために！
■７日間指導無料

英語

03－3674－7785

春期で最高のスタートを
■７日間指導無料

英語

プリント代等のみ

プリント代等のみ
2000 円

■いよいよ受験の年です

数学

2000 円

春期講習
数学

７日間指導料無料

オセロってどんな塾？

オセロ算数・数学英語教室

●最大 12 名までの自習室完備

●中学校別試験範囲別中間期末テスト前無料補講

●小学生受講日程自由選択

●１クラス平均６名の少人数制ですぐ質問

●受講科目自由選択、英算国

無料体験お気軽に♪
●受験生への豊富な情報／Ｖもぎ・Ｗもぎ認定加盟塾

●入塾金や諸経費請求など一切なし

●中３の半数以上が英検・漢検・数検の準２級３級資格

●小学生は当日連絡でも振替可能

●驚きの毎週末中学生無料補講、三大検定前無料補講

●漢検・数検の認定準会場

●通塾メールシステムとやる気向上学習ポイントカード

03-3674-7785

小学生（新 2 年生以上）のための７日間指導料無料春期講習

算

数



春期講習は計算演習のみとなります。よく保護者さまは、計算はうちの子はできる、と思いがちで
すが、
「いかに早く正確に解く」ことは容易ではありません。低学年なら少しでも早く解く習慣を身
に着け、高学年なら分数を、分配法則を応用して解けるようになってもらいたいものです。



日程は以下のとおりです。申込みは下記日程から７日間以内なら何日でもお申込み可能です。ただ
し、プリント代等諸経費ご負担は、申込日程にかかわらず、一律 1000 円（税込）となります。
（日 程） A 日程 ３月２３日（月）

B 日程

３月２４日（火）

C 日程 ３月２５日（水）

D 日程

３月２６日（木）

E 日程 ３月２７日（金）

F 日程 ３月３０日（月）

G 日程 ３月３１日（火）

H 日程 ４月０1 日（水）

申込締切は

J 日程 ４月０２日（木）

K 日程 ４月０３日（金）

３月１９日

（時間帯） 上記全日程 AM９：００から０９：４５

各日程先着順

新中学１年生のための７日間指導料無料春期講習

英

語

と

数

学



中学 1 年生の４、５月の範囲を徹底的に予習します。毎年、夏期講習、冬期講習は復習が中心で、
春期講習は予習を中心におこなっております。



１回の授業時間は英数各４０分となります。７日受講すると各２８０分、英数と合わせて５６０分
となり、４月からの新中学１年生での授業へ準備万端です。



日程は以下のとおりです。申込みは７日間以内なら何日でもお申込み可能です。新中学 1 年生は、
プリント代諸経費もない、完全無料で春期講習を受講できます。オセロからのささやかなお祝いで
す。
（日 程） A 日程 ３月２５日（水）

B 日程

３月２６日（木）

C 日程 ３月２７日（金）

D 日程

３月２８日（土）

申込締切は

E 日程 ３月２９日（日）

F 日程 ３月３０日（月）

３月１９日

G 日程 ３月３１日（火）
（時間帯） 上記全日程 AM１０：００から１１：２０

各日程先着順

新中学２年生のための７日間指導料無料春期講習

英

語

と

数

学



英語は中１全範囲の復習中心、数学は中２の１学期の範囲の予習中心が授業内容になります。



１回の授業時間は英数各４０分となります。７日受講すると各２８０分、英数と合わせて５６０分
となり、４月からの新学年での授業へ準備万端です。



日程は以下のとおりです。申込みは７日間以内なら何日でもお申込み可能です。ただし、プリント
代等諸経費ご負担は、申込日程にかかわらず、一律 2000 円（英数分・税込）となります。
（日 程） A 日程 ３月２５日（水）

B 日程

３月２６日（木）

C 日程 ３月２７日（金）

D 日程

３月２８日（土）

E 日程 ３月２９日（日）

F 日程 ３月３０日（月）

G 日程 ３月３１日（火）

申込締切は
３月１９日
各日程先着順

（時間帯） 上記全日程 PM１３：４０から１５：００
＊新中２は別途、有料ではございますが、後ページで「社会・理科の総復習コース」
「英語スペシャルコ
ース」
「数学スペシャルコース」のご案内がございます。

新中学３年生のための７日間指導料無料春期講習
英

語

と

数

学



中学３年の１学期は乗法公式と因数分解が中心となります。英語は文法中心で指導します。春休み
の学習は１学期に大きく花開くと確信します。



１回の授業時間は英数各４０分となります。７日受講すると各２８０分、英数と合わせて５６０分
となり、４月からの新学年での授業へ準備万端です。



日程は以下のとおりです。申込みは７日間以内なら何日でもお申込み可能です。ただし、プリント
代等諸経費ご負担は、申込日程にかかわらず、一律 2000 円（英数分・税込）となります。
（日 程） A 日程 ３月２５日（水）

B 日程

３月２６日（木）

C 日程 ３月２７日（金）

D 日程

３月２８日（土）

E 日程 ３月２９日（日）

F 日程 ３月３０日（月）

G 日程 ３月３１日（火）
（時間帯） 上記全日程 AM１１：３０から１２：５０

申込締切は
３月１９日
各日程先着順

＊新中３は別途、有料ではございますが、後ページで「社会・理科の総復習コース」
「英語スペシャルコ
ース」
「数学スペシャルコース」のご案内がございます。

特別な春期講習のコース（中２、中３対象）有料ですが格安！

1.

社会・理科総復習コース
中２、中３を対象とした、社会・理科の総復習コースです。都立入試に最も出題される中１の
範囲を総復習します。後々、このコースを受けていたことが大いに生かされてくるでしょう。
日程は、３月２６日（木）から３月３０日（月）午後１５：１０から１６：５０
講習料は、中２、中３ともに全５日間で 4,000 円（プリント代込、税込）

2.

英語スペシャルコース
中２、中３を対象とした、英語スペシャルコースです。英語の苦手な生徒さんは学力向上の絶
好のチャンスです。徹底的に教え込みます。時間帯で授業料が異なります。
（日程：A 日程のみ、B 日程のみ、AB 日程両方のどれでも申込可）
中２A 日程 ３月２６日（木）から３月３０日（月）午後１７：００から１７：５０
中３B 日程 ３月２６日（木）から３月３０日（月）午後１９：００から１９：５０
（講習料）
中２A 日程 中２全５日間で 3,000 円（プリント代込、税込）
中３B 日程 中３全５日間で 4,000 円（プリント代込、税込）

3.

数学スペシャルコース
中２、中３を対象とした、数学特訓コースです。数学の苦手な生徒さんは学力向上の絶好のチ
ャンスです。関数など苦手克服に。時間帯で授業料が異なります。
（日程：C 日程のみ、D 日程のみ、CD 日程両方のどれでも申込可）
）
中２C 日程 ３月２６日（木）から３月３０日（月）午後１７：５０から１８：４０
中３D 日程 ３月２６日（木）から３月３０日（月）午後１９：５０から２０：４０
（講習料）
中２C 日程 中２全５日間で 3,000 円（プリント代込、税込）
中３D 日程 中３全５日間で 4,000 円（プリント代込、税込）

オセロ算数・数学英語教室

都営バス：西一之江３丁目バス停徒歩０分

ホームページ： http://osero1119.com
〒132-0023
江戸川区西一之江３－３６－１１

楽しい無料体験はいつでも♪
０３－３６７４－７７８５

２Ｆ

