オセロ算数・数学英語教室

夏期
講 習
●２０２１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 20,000 円割引
特典４．７月新規入塾中１中２＝講習費 10,000 円割引
特典５．夏期講習のみの新規受講者中１中２
＝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 02 日（月）～8 月 07 日（土）
講習時間： 国語・社会・理科＝09：20～１1：50

英語・数学＝12:50～16:10

＜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（日）～７月３０日（土）

講習時間： 国語・社会・理科＝09：20～１1：50

英語・数学＝12:50～16:10

＜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（木）～８月１７日（火）

英語・数学＝12:50～16:10

＜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、英語と数学は、中２の２学期以降はそれまでに習ったところが理解されていないとまるでわからなく
なってしまいます。中２の夏期講習は重要なのです。オセロでは中２の総復習夏期講習は必須と考えます。

■中２

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２の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（日）～７月 30 日（金）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
受講料＝12,000 円（税込）

■中２

教材費等諸経費＝2,000 円（税込）＝＞早割で無料！

数学ベーシックコース

申込期日７月１５日（早割６月２５日）

＜コース説明＞
いよいよ 2 学期から一次関数と図形が単元となります。どちらも中１での基礎知識が十分でないとまるでわから
なくなってしまいます。数学は一夜漬けでは習得できません。夏休み中にしっかり復習し、新学期の準備が大切
ですね。部活との両立も重要です。

＜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（木）～8 月１７日（火）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
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

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の２学期からは英語が本格的に難しくなります。文法の習得がとても大切です。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（日）～７月 30 日（金）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
受講料＝12,000 円（税込）

■中１

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＞
いよいよ 2 学期から比例・反比例と図形が単元となります。どちらも基礎知識が十分でないとまるでわからなく
なってしまいます。数学は一夜漬けでは習得できません。夏休み中にしっかり復習し、新学期の準備が大切です
ね。部活との両立も重要です。

＜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（木）～8 月１７日（火）全日１９：００～２０：４０

＜講習料＞
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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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２６日、２７日、２８日、２９日、３０日

左記すべて、１７：００～１７：４５

B 日程：

８月１２日、１３日、１４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２６日、２７日、２８日、２９日、３０日

D 日程：

８月１２日、１３日、１４日、１６日、１７日

左記すべて、１８：００～１８：４５
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。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、２０日、２３日、２４日、 左記すべて、９：００～９：４５
＊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。

小学生の勉強のコツ！
●よく話すこと！＝親との会話、友達との会話、先生との会話、とにかく話すことが大切
●計算問題を瞬時にとく！＝計算問題が見た瞬間から手が勝手に動くぐらい練習することが大切
●漢字をいっぱい覚える！＝漢字をいっぱい覚えるだけで理科も社会も成績はアップします！
●想像力を高める！＝物語・小説などをたくさん読むといいです。推理小説でも OK です

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！

０３－３６７４－７７８５

