オセロ算数・数学英語教室

夏期
講 習
●２０２２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月新規入塾中１中２＝講習費 10,000 円割引
特典４．７月新規入塾中１中２＝講習費 5,000 円割引
特典５．夏期講習のみの新規中学生受講者
＝入塾次第、夏期講習費 10,000 円ご返金

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。独学では受験に的外れなところを勉強しがちです。志望校は夏休みで
ほぼ決まります！

■中３

五科目ベーシックコース

申込期日７月１５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、振替授業はございませんが、お休みの場合、動画配信でご対応させていただいておりますので安心です。

＜講習日時＞

合計講習時間２１００分（振替授業はございませんが、動画配信で対応します。）

夏期講習ベーシックコース期間： ８月 01 日（月）～8 月 06 日（土）
講習時間： 国語・社会・理科＝09：20～１1：50

英語・数学＝12:45～16:05

＜講習料＞
受講料＝49,000 円（税込）

■中３

教材費等諸経費＝4,000 円（税込）＝＞早割で無料！

入試対策特別答案練習コース

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
こちらのコースは、入試本番と同じような形式での答案練習コースです。学校の定期テストは単元ごとのテスト
ですが、高校入試は複合問題、総合問題が出題されます。この答案練習をどれだけこなしたかが、合否に直結し
ます。受験生の合否は答案練習に尽きると言っても過言ではありません。是非受講いただきたいと思います。

入試対策特別答案練習コースは、A 日程と B 日程がございます。A 日程と B 日程は、内容が異なり、A 日程だけ、
B 日程だけといった申込みも可能です。

五科目ベーシックコースと入試対策特別答案練習コースの A 日程か B 日程のどちらかを組み合わせたものがア
ドバンスコースです。かなりの割引きとなっておりますので、コスト的にもお得です。
また、五科目ベーシックコースと入試対策特別答案練習コースの A 日程と B 日程のすべてを受講希望したい場
合は、スペシャルコースとなり、さらに大きな割引きとさせていただいております。受験対策にはこの上ない万全
のコースとなります。次ページをご覧ください。
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中学３年生の夏期講習ご案内
■ 入試対策特別答案練習コース

A 日程

全 6 日間、5 科目入試想定模擬テストと詳しい解答解説。英語はリスニングも含み、国語も作文を含みます。
その他すべて入試過去問から推定された受験レベルの模擬テストとなります。６日間で全６回の特訓となります
が、A 日程と B 日程は全問違う問題となっております。両方の日程を申し込むことも可能です。その場合はスペシ
ャルコースをご覧ください。五科目ベーシックコースとの組み合わせはアドバンスコースをご覧ください。

＜講習日時＞

合計講習時間２１００分（振替授業はございません。使用プリントと解説はお渡しします。）

夏期講習入試特別答案練習コース

A 日程期間： ７月２５日（月）～７月３０日（土）

講習時間： 国語・社会・理科＝09：20～１1：50

英語・数学＝12:45～16:05

＜講習料＞
受講料＝48,000 円（税込）

教材費等諸経費＝5,000 円（税込）＝＞早割で無料！

■ 入試対策特別答案練習コース

B 日程

全 6 日間、5 科目入試想定模擬テストと詳しい解答解説。英語はリスニングも含み、国語も作文を含みます。
その他すべて入試過去問から推定された受験レベルの模擬テストとなります。６日間で全６回の特訓となります
が、A 日程と B 日程は全問違う問題となっております。両方の日程を申し込むことも可能です。その場合はスペシ
ャルコースをご覧ください。五科目ベーシックコースとの組み合わせはアドバンスコースをご覧ください。

＜講習日時＞

合計講習時間２１００分（振替授業はございません。使用プリントと解説はお渡しします。）

夏期講習入試特別答案練習コース

B 日程期間：

講習時間： 国語・社会・理科＝09：20～１1：50

８月１２日（金）～８月１７日（水）

英語・数学＝12:45～16:05

＜講習料＞
受講料＝48,000 円（税込）

■中３

アドバンスコース

教材費等諸経費＝5,000 円（税込）＝＞早割で無料！

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
アドバンスコースとは、五科目ベ－シックコースと入試対策特別答案練習コースを組み合わせたコースとなって
おります。受講料の割引がございますので、次ページをご参照ください。

また、日程につきましては、それぞれの五科目ベ－シックコースと入試対策特別答案練習コースをご参照くださ
い。また、早割適用で両方の教材費が無料となりますので、こちらもお勧めとさせていただきます。
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中学３年生の夏期講習ご案内
■ アドバンスコース
＜講習日時＞

A 日程

五科目べ－シックコース＋入試対策特別答案練習コース A 日程

＜講習料＞
受講料＝49,000 円（ベーシック） ＋ 48,000 円（答案練習） － 15,000 円（特別割引） ＝ 82,000 円（税込）
教材費等諸経費＝4,000 円（ベーシック）＋5,000 円（答案練習）＝9,000 円（税込）＝＞早割で無料！

■ アドバンスコース
＜講習日時＞

B 日程

五科目べ－シックコース＋入試対策特別答案練習コース B 日程

＜講習料＞
受講料＝49,000 円（ベーシック） ＋ 48,000 円（答案練習） － 15,000 円（特別割引） ＝ 82,000 円（税込）
教材費等諸経費＝4,000 円（ベーシック）＋5,000 円（答案練習）＝9,000 円（税込）＝＞早割で無料！

■中３

スペシャルコース

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
スペシャルコースとは、五科目ベ－シックコースと入試対策特別答案練習コース A 日程、B 日程を組み合わせたコー
スとなっております。受講料の大幅な割引がございます。
また、日程につきましては、それぞれの五科目ベ－シックコースと入試対策特別答案練習コースをご参照ください。
また、早割適用で両方の教材費が無料となりますので、こちらもお勧めとさせていただきます。

＜講習日時＞
五科目べ－シックコース＋入試対策特別答案練習コース A 日程＋入試対策特別答案練習コース B 日程

＜講習料＞
受講料
49,000 円（ベーシック）＋48,000 円（答案練習 A）＋48,000 円（答案練習 B）－25,000 円（特別割引） ＝ 120,000
円（税込）
教材費等諸経費
4,000 円（ベーシック）＋5,000 円（答案練習）＋5,000 円（答案練習）＝14,000 円（税込）＝＞早割で無料！
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中学１年生・２年生の夏期講習ご案内

通常授業と夏期講習はまるで違った授業内容です。通常授業は学校の授業の「予習」が主目的です。これ
に対して、夏期講習は今まで学校で習ったところの『総復習』が主目的です。夏休み明けにすぐに実力テ
ストが各中学校で行われると思います。実力テストは、予習の勉強では点数は取れません。人は１ヶ月も
すると、一度覚えたことの半分は忘れます。夏期講習で徹底的に総復習しましょう。

■英語ベーシックコース

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
中１、中２ともに、２学期からは英語が極端に難しくなります。従いまして、この英語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。格安な夏期講習コースです。

＜講習日時＞
英語：

合計講習時間６００分（振替授業はございませんが、動画配信で対応します。）

７月 25 日（月）～７月 30 日（土）全日１９：００～２０：４０
（但し、松江 6 中の中２は 26 日～28 日の３日間は林間学校のため、後日振替とします。）

＜講習料＞
中１、中２どちらも受講料＝12,000 円（税込）

■数学ベーシックコース

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞早割で無料！

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
数学は主要５科目の中で最も難しい科目です。また、教科書の問題だけでは、図形や関数の総合問題は解ける
ようにはなりません。夏休み明けの実力テストや２学期中間テストのために夏期講習でレベルアップして下さい。

＜講習日時＞
数学：

合計講習時間６００分（振替授業はございませんが、動画配信で対応します。）

8 月 12 日（金）～8 月１７日（水）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
中１、中２どちらも受講料＝12,000 円（税込）

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞早割で無料！
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中学１年生・２年生の夏期講習及び全学年対象個別指導のご案内

■国語・社会・理科アドバンスコース

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
都立入試は全高校５科目受験となっております。また、英語や数学と同じ配分で国語、社会、理科が位置づけら
れております。すなわち、都立高校受験においては、英数と同レベルで国社理は大切です。また、中２におきまし
ては、中１の範囲の定期テスト前に一夜漬けで覚えた単元はほとんど忘れていると思います。是非この機会に総
復習しましょう！
＜講習日時＞

合計講習時間７５０分（振替授業はございません。）

国語：

７月２１日、２２日、８月８日、９日、１０日

全日１３：４０～１４：３０

社会：

８月１８日、１９日、２２日、２３日、２４日

全日１０：１５～１１：０５

理科：

８月１８日、１９日、２２日、２３日、２４日

全日１１：１０～１２：００

＜講習料＞中１、中２共通
受講料＝国語か社会か理科のうち 1 科目 5,000 円（税込）
２科目の場合 9,000 円（税込）、3 科目の場合１２，０００円（税込）
プリント等諸経費＝１科目あたり５00 円（税込）＝＞早割で無料！

■中学生個別指導コース（全学年対象）

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
個別指導ですので、希望科目や単元があれば事前にお知らせください。他の塾よりも格安の単価となっており
ます。ただし、他のコースの申込みがなく、このコースのみの場合は、最低 4 日程以上でお願いいたします。
中３は個別コースのみでの申込みはできません。ご了承ください。

＜講習日時＞
個別 A 日程：

７月２３日（土）09：１０～１０：００

個別 B 日程： ７月２３日（土）１０：０５～１０：５５

個別 C 日程： ７月２４日（日）09：１０～１０：００

個別 D 日程： ７月２４日（日）１０：０５～１０：５５

個別 E 日程：

個別 F 日程： ７月３１日（日）１０：０５～１０：５５

７月３１日（日）09：１０～１０：００

個別 G 日程： ８月０７日（日）09：１０～１０：００

個別 H 日程： ８月０７日（日）１０：０５～１０：５５

個別 J 日程：

８月１１日（木）09：１０～１０：００

個別 K 日程：

８月１１日（木）１０：０５～１０：５５

個別 L 日程：

８月２0 日（土）09：１０～１０：００

個別 M 日程：

８月２０日（土）１０：０５～１０：５５

個別 N 日程：

８月２１日（日）09：１０～１０：００

個別 P 日程： ８月２１日（日）１０：０５～１０：５５

＜講習料＞
１日程あたり受講料＝１,800 円（税込）
教材費等諸経費（何日程でも一律）＝500 円（税込）＝＞早割で無料！
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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２０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 25 日、26 日、27 日、28 日、29 日

左記すべて、１７：００～１７：４５

B 日程：

８月 11 日、12 日、15 日、１６日、１７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。振替授業はございません。

＜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）＝＞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２０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 25 日、26 日、27 日、28 日、29 日

D 日程：

８月 11 日、12 日、15 日、１６日、１７日

左記すべて、１7：5０～１８：3５

左記すべて、１7：5０～１８：3５

＊CD 両方の日程に申込むこともできます。振替授業はございません。
＜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）＝＞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/算数あいキャンコース（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「あいキャン」を使用します。少しでも先に進めたい場合、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：

８月１８日、１９日、２２日、２３日、２４日、 左記すべて、9：2０～10：0５
＊あいキャンは毎回必ず持参してください。国語・算数・英語かはどれでも結構です。

＜講習料＞
受講料＝E 日程 5,000 円（税込）

プリント等諸経費はございません。

■小学生 国語・社会・理科コース（国語小学３年生より、社会・理科小学 5 年生より対照）

＜コース説明＞
国語・社会・理科の復習と予習を兼ねたコースとなっております。小学校のうちにしっかり、この３科目に取り組ん
だ生徒は、高校受験に圧倒的に優位にたてます。是非、夏休み中に短期集中で知識の向上に取り組みましょう。
＜講習日時＞
F 日程（社会）：

７月２１日、２２日、８月８日、９日、１０日

左記すべて、09：2０～１0：0５

G 日程（理科）：

７月２１日、２２日、８月８日、９日、１０日

左記すべて、１０：１０～１０：５５

H 日程（国語）：

７月２１日、２２日、８月８日、９日、１０日

左記すべて、１２：４５～１３：30

＜講習料＞
受講料＝F 日程か G 日程か H 日程のうち 1 科目 5,000 円（税込）
２科目２日程の場合 9,000 円（税込）、3 科目３日程の場合１２，０００円（税込）
プリント等諸経費＝１科目あたり１日程あたり５00 円（税込）＝＞早割で無料！

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

２Ｆ

夏期講習のお申込みはお電話で！

０３－３６７４－７７８５

