オセロ算数・数学英語教室

夏期
講 習
●２０１９オセロの夏期講習の特典
特典１．現役オセロ生（中学）＝早割キャンペーン
特典２．現役オセロ生（小学）＝早割キャンペーン
特典３．６月新規入塾生＝夏期講習費 20,000 円割引
特典４．７月新規入塾生＝夏期講習費 10,000 円割引
特典５．夏期講習のみの新規受講者
＝入塾次第、夏期講習費半額返金

お問い合わせはお気軽に
オセロ算数・数学英語教室

３６７４―７７８５
03-3674-7785

電話 3674－7785

中学３年生の夏期講習ご案内

中学３年生にとっては、いよいよ待ったなしの受験です。全国の中学３年生のほとんどが、どこかの夏期
講習に参加するでしょう。都立入試は約７０％が中１、中２の範囲から出題されますが、中３のこの時期
になると、その中１、中２の範囲のほとんどが忘れ去られているのが現状です。夏期講習がその総復習を
しっかり行うラストチャンスです。志望校は『夏』で決まると言っても過言ではないでしょう。

■中３

五科目ベーシックコース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
このコースは私立・都立受験に関係なく、中１から中３の１学期までを五科目すべて総復習するコースで、
受験のためだけでなく、高校進学後も最低限必要される学習内容となっております。この講習の合計時間は、
２１００分で、振替授業も２４０分可能です。（５ページ目記載）

＜講習日時＞

合計講習時間２１００分（振替授業２４０分可＝５ページ）

国語・社会・理科：

７月２３日（火）～７月２８日（日）全日１２：３０～１５：００

英語・数学：

８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１０：００～１１：４０
８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１２：３０～１４：１０

＜講習料＞
受講料＝47,000 円（税込）

■中３

教材費等諸経費＝4,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

五科目アドバンスコース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
特に都立入試に重点をおいて、ベーシックコースにプラス理科・社会の徹底強化を含めたコースとなってお
ります。都立の入試は、理科・社会は英数国同様１００点満点です。理科・社会の習得が合否に重要な役割
も担っております。決して軽視できず、ほとんど忘れ去られた中１、中２の範囲を徹底復習しましょう。

＜講習日時＞

合計講習時間２７００分（振替授業３６０分可＝５ページ）

国語・社会・理科：

７月２３日（火）～７月２８日（日）全日１２：３０～１５：００

社会・理科：

８月１７日（土）～８月２２日（木）全日１２：３０～１４：１０

英語・数学：

８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１０：００～１１：４０
８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１２：３０～１４：１０

＜講習料＞
受講料＝59,000 円（税込）

教材費等諸経費＝5,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！
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中学３年生の夏期講習ご案内
■中３

五科目スペシャルコース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
このコースは、夏休みを勉強漬けにする特別な内容です。上記アドバンスコースに英語・数学の特訓を対面
個別指導で組み合わせた最強コースです。受験までの期間で、夏休みはレベル向上のラストチャンスです。
徹底的な学力向上を主眼においたスペシャルコースは、合計講習時間も３３００分となります。

＜講習日時＞

合計講習時間３３００分（振替授業３６０分可＝５ページ）

国語・社会・理科：

７月２３日（火）～７月２８日（日）全日１２：３０～１５：００

社会・理科：

８月１７日（土）～８月２２日（木）全日１２：３０～１４：１０

英語・数学：

７月２３日（火）～７月２８日（日）全日１０：００～１１：４０＊
８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１０：００～１１：４０
８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１２：３０～１４：１０
＊この期間の授業は対面式個別指導を行い、英語は英文法の特訓、数学は
関数と二次方程式の応用問題が中心となります。

＜講習料＞
受講料＝71,000 円（税込）

■中３

教材費等諸経費＝6,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

都立入試答案練習コース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
このコースは、中１から中３の１学期末までの学習内容に基づいた都立入試の類似問題を所定の時間内で解
き、極力全問解説いたします。独学ですと都立入試にまったく出ない問題などを解いていることが多々あり
ますが、この答案練習は、最も出題頻度が高い問題ばかりです。一番効率の良い学習方法と言えます。
A 日程：

英語・数学・国語＝各２日間、社会・理科＝各３日間

B 日程：

英語・数学・国語＝各２日間

＜講習日時＞

AB 合計講習時間１４４０分（振替授はありません）

A 日程：

７月２３日（火）～７月２８日（日）全日１９：００～２１：３０

B 日程：

８月１１日（日）～８月１６日（金）全日１９：００～２０：３０

＊A、B 日程は内容が違いますので、両方の日程に申込むこともできます。振替はございません。

＜講習料＞
受講料

A 日程＝12,000 円（税込）

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

受講料

B 日程＝ 9,000 円（税込）

教材費等諸経費＝1,500 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

受講料 AB 日程＝ 20,000 円（税込）

教材費等諸経費＝3,500 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！
３ページ

中学２年生の夏期講習ご案内

中３になってよく聞かれることが、
「せめて中２のうちからしっかりやっておけばよかった」というコメン
トですね。それは、中３になって中１、中２の復習が時間的制約でできないことを痛感するからです。特
に、社会、理科は積み上げ学習ではなく、単元暗記科目ですので、中３で通知表が４や５でも、中１、中
２の範囲はまるでわからない生徒もいます。中２の夏期講習は重要なのです。

■中２

二科目ベーシックコース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
中２の２学期からは英語、数学が極端に難しくなります。従いまして、このベーシックコースで必要最低限
の総復習をしてください。とても大切です。最も、コストを重視した格安なコースです。

＜講習日時＞

合計講習時間８００分（振替授業１２０分可＝５ページ）

数学・英語：

８月１１日（日）～８月１８日（日）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
受講料＝14,000 円（税込）

■中２

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

五科目アドバンスコース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
上記ベーシックコースに社会・理科を含めた「夏休みしっかり学習」コースです。部活のスケジュール調整
などがうまくいくならば、断然このアドバンスコースをおすすめします。

＜講習日時＞

合計講習時間１２００分（振替授業２４０分可＝５ページ）

数学・英語：

８月１１日（日）～８月１８日（日）全日１９：００～２０：４０

社会・理科：

８月１１日（日）～８月１８日（日）全日２０：４０～２１：３０
*国語はございません。希望者は個別指導コースをお申込みください。

＜講習料＞
受講料＝21,000 円（税込）

教材費等諸経費＝4,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

■中学生各コースの振替授業日程

■対面式個別指導コース

各コースごとに設定された振替可能時間

部活などで夏期講習のベーシックコースなどへの

内であればいつでも OK。

参加がむずかしい場合は、日程選択可能なこの

詳しくは５ページをご参照ください。

コースがおおすめ！詳しくは８ページをご参照。
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中学１年生の夏期講習ご案内

１学期の期末テストは、各科目たいへん簡単な問題が出題されます。しかしながら、２学期の中間テスト
からは、極端に難しい問題となってきます。数学は、比例・反比例の関数、英語も一般動詞の三単現の S
が単元となります。他方、1 学期に習った範囲もこの夏休みに総復習しないと、ほとんど忘れてしまいま
す。ほとんどの中学校が夏休み明けの９月中旬に２学期中間テストをします。夏期講習は重要です。

■中１

二科目ベーシックコース

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
中２の２学期からは英語、数学が極端に難しくなります。ベーシックコース A 日程は、必要最低限の総復習
を行います。B 日程は、２学期の予習を行います。ご予算や部活動のスケジュールなどで、日程をお選びく
ださい。当然、学力的には AB 両方の日程に参加できることが望ましいです。中１の国語、社会、理科の少
人数制のコースはございませんので、それらの受講希望者は個別授業コースをご選択してください。

■ベーシックコース A 日程（総復習コース）
＜講習日時＞

合計講習時間６００分（振替授業１２０分可＝５ページ）

数学・英語：

７月２３日（火）～７月２８日（日）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
受講料＝11,000 円（税込）

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

■ベーシックコース B 日程（２学期先取り予習コース）
＜講習日時＞

合計講習時間６００分（振替授業１２０分可＝５ページ）

数学・英語：

７月２１日（日）
、２９日（月）、８月 4 日（日）、１８日（日）
全日１８：００～２０：３０

たっぷり２時間３０分

＜講習料＞
受講料＝11,000 円（税込）

教材費等諸経費＝1,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料

＊A 日程＋B 日程の両方の申込みの場合
受講料＝20,000 円（税込）

教材費等諸経費＝3,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料

■中学生各コースの振替授業日程
８月２３日

１０：００－１２：００（１２０分）

１３：００－１５：００（１２０分）

８月２４日

１０：００－１２：００（１２０分）

１３：００－１５：００（１２０分）

８月２５日

１０：００－１２：００（１２０分）

１３：００－１５：００（１２０分）
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小学生の夏期講習ご案内

オセロの小学生の夏期講習は算数と国語です。英語はありません。算数は計算コースと総復習コースがご
ざいます。ゆっくり復習できるのは夏休みぐらいで、また２学期がスタートすると児童もたいへん忙しく
なり、復習する時間がありません。是非、夏休みに今までの総復習をたっぷりしたいものです。

■小学生

計算ドリルコース（小学１年～６年生対象）

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
小学校の算数、そして中学校での数学は計算がスラスラ正確にできないと結果図形や関数も解けません。保
護者の多くで計算の重要性が軽視されがちです。徹底的に計算力を向上させてあげてください。このコース
は小学生の全学年が対象となっております。指導形式は対面個別指導です。

＜講習日時＞
A 日程：

７月２３日、２４日、２５日、２６日、２７日

左記すべて、１７：００～１７：４５

B 日程：

８月１１日、１２日、１３日、１４日、１５日

左記すべて、１７：００～１７：４５

＊AB 両方の日程に申込むこともできます。２日間まで振替可能（８月１７日か１８日）
＜講習料＞
受講料＝A 日程か B 日程のどちらか 4,000 円（税込）
AB 両方の日程の場合 7,000 円（税込）
プリント等諸経費＝何日程でも一律 1,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

■小学生

算数総復習コース（小学 3 年～６年生対象）

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
このコースは小学校の３年生以上が対象となっております。各学年全単元の総復習が内容で、申込み日程数
と児童の能力を考慮して、その児童にあった学習プリントを準備させていただきます。指導形式は対面個別
指導です。
＜講習日時＞
C 日程：

７月２３日、２４日、２５日、２６日、２７日

左記すべて、１８：００～１８：４５

D 日程：

８月１１日、１２日、１３日、１４日、１５日

左記すべて、１８：００～１８：４５

＊CD 両方の日程に申込むこともできます。２日間まで振替可能（８月１７日か１８日）
＜講習料＞
受講料＝C 日程か D 日程のどちらか 5,000 円（税込）
CD 両方の日程の場合 9,000 円（税込）
プリント等諸経費＝何日程でも一律 1,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！
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小学生の夏期講習ご案内
■小学生

（前ページからの続き）

国語/算数アイキッズくらぶコース（小学１年～６年生・現役オセロ生のみ対象）

＜コース説明＞
このコースは小学校の全学年が対象ですが、現役オセロ生のみの対象となっております。現在通常授業で使
用しております「アイキッズくらぶ」を使用します。アイキッズくらぶは各学年１２冊の構成となっており
ますので、７月末で 1 年生なら A-5、2 年生なら B-5、---、6 年生なら F-5 を終えていなければ遅れを意味
しますので、遅れを取り戻す意味や少しでも先取りしたい場合、是非この夏休み期間を有効利用されるとよ
いかとおもいます。
＜講習日時＞
E 日程：

７月２１日、２２日、２３日、２４日、２５日、

左記すべて、９：００～９：４５

F 日程：

８月０１日、０２日、０３日、０４日、０５日、

左記すべて、９：００～９：４５

＊アイキッズくらぶは毎回必ず持参してください。国語か算数かはどちらでも結構です。

＜講習料＞
受講料＝E 日程か F 日程のどちらか 5,000 円（税込）
EF 両方の日程の場合 9,000 円（税込）
プリント等諸経費はございません。

■小学生

プログラミングコース（小学２年～６年）

申込期日７月１７日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
ゴールデンウィーク期間中大好評でしたプログラミングコースを、夏期講習でも取り入れました。いよいよ
本格的に来年度より、公立の小学校に通常授業として登場します。オセロでは先取りして教科書準拠のプロ
グラミングの問題を指導いたします。
＜講習日時＞
G 日程：

７月２６日、２７日、２８日、２９日、

左記すべて、９：００～９：４５

＜講習料＞
受講料＝5,000 円（税込）
プリント等諸経費＝何日程でも一律 1,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

■小学生

振替授業

小学生の計算ドリルコース、算数総復習コース、国語・算数アイキッズくらぶコースは、以下の日程から最
大２日程まで振替ができます。プログラミングコースの振替はございません。

小学振替 A 日程：８月１７日９：００～９：４５

小学振替 B 日程：８月１７日９：５０～１０：３５

小学振替 C 日程：８月１８日９：００～９：４５

小学振替 D 日程：８月１８日９：５０～１０：３５

７ページ

中学生の個別指導コース
■個別指導

1 日たっぷり特訓コース

＜講習日時＞
A 日程：

７月２１日（日）１０：００～１２：００

１３：００～１７：００（途中休憩数回）

B 日程：

７月２９日（月）１０：００～１２：００

１３：００～１７：００（途中休憩数回）

C 日程：

８月０４日（日）１０：００～１２：００

１３：００～１７：００（途中休憩数回）

■個別指導

期間別選択コース

＜講習日時＞
D 日程：

７月３０日（火）から８月０３日（土）

０９：３０～１１：３０

E 日程：

７月３０日（火）から８月０３日（土）

１２：３０～１４：３０

F 日程：

８月０６日（火）から８月１０日（土）

０９：３０～１１：３０

G 日程：

８月０６日（火）から８月１０日（土）

１２：３０～１４：３０

■個別指導

パスポート型コース

＜講習日時＞以下の日程内何日受講しても料金一律。最大３名の先着締切り。効果抜群の個別でたっぷり学習
H 日程：

７月１９日 12：30－14：30

７月２０日 12：30－14：30

８月０５日 12：30－14：30

８月１９日 09：30－11：30

８月２０日 09：30－11：30

８月２１日 09：30－11：30

８月２２日 09：30－11：30

■個別指導共通事項
＜講習内容＞
ご希望の科目・単元を学習できます。ご希望なき場合は、オセロでその生徒にあった科目等を準備させていた
だきます。A～G 日程は１日程最大人数２名で、先着申込とさせていただきます。複数日程の申込可。

＜個別指導各日程講習料（税込）＞
A～C 日程

各受講料＝9,000 円

D～G 日程

各受講料＝15,000 円

H 日程＝20,000 円

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞新規入塾 or 早割で無料！

個別指導の講習料は破格の低料金となっておりますので振替授業はございませんのでご注意ください。

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
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夏期講習のお申込みはお電話で！
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