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冬期講習は例年各日程早期に満席になります。
どうぞお早めにお申込みくださいませ。

受験生（中3・小6受験生）優先受付期間
11月４日（月）～15日（金）

早期申し込み期限：11月23日（土）
最終申し込み期限：12月13日（金）



いつもお世話になっております。

ご案内いたします冬期講習に付きまして、今年
も「受験生優先受付期間」（11月4日～15日）
を設定させて頂いております。

冬期講習は、受験生（中学３年生・小学6年
生）にとって受験前最後の集中学習期間となり
ますため、極力受験生に必要な学習時間を確保
致したく存じます。

付きましては、この期間にお申込み頂きました
受験生の座席を優先して確保させていただきま
すので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い
いたします。

なお、優先期間を過ぎてのお申込は、受験生・
その他生徒様含めお申込み順に座席を確保いた
します。

受験生のご家庭に付きましては、なるべく当該
期間でのお申込みをお願い致します。

※受験生の保護者様へ
お申込書の提出忘れ（鞄やファイルにいれたま
ま）が、毎年多数発生しておりますので、各ご
家庭におかれましては、生徒さんへの注意喚
起・提出確認をお願い致します。
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受験生の優
先受付期間
について



冬期講習
概要

-冬休み、それはあなたの 2020年を充実した
ものにする大事な2週間-

今年の冬休みは、GW10連休の影響から、例年と比
較しとても短い休みです。あっという間に終わるの
で、受験生は「冬休みに頼らない学習」が重要です。
冬休み前後も学習時間をしっかり確保し、油断する
こと無く受験に邁進して下さい。もちろん、冬休み
をおろそかにすることは問題外です！

受験生以外は、新学年を見据えて学習に取り組んで
下さい。学習に遅れがある生徒は、実質この冬休み
が取り戻す最後のチャンスと考えましょう。春には、
新学年の先取り学習に取り組みたいですね！

学習に遅れが無い生徒は、中学生は3学期の学年末テ
ストに向け、普段受講の無い国語・理科・社会に中
から自分の苦手な科目に取り組みましょう。小学生
は、断然英語（英会話）をオススメします。来年か
ら変更となる学習指導要領に合わせた英語力強化が
タイムング的にベストです！

期間：2019年12月14日（土）～
2020年1月12日（日）

対象：小学1年生～中学3年生

早期申込み期限：11月23日（土）

※早期期限内にお申込み頂くと、総額から5%割引と
なります。

最終申込み期限：12月13日（金）
※例年、早期お申し込み期限前後に満席となる日程
が多いのでご注意下さい。

3



冬期講習
概要

個別学習セルモの冬期講習の特徴

① 必要な学習時間を確保するため、通常授業単価
の、さらに20%OFFの単価（60分あたり1,200
円）で受講頂けます。他の個別塾より圧倒的に低
価格です。

② 授業時間が選べます。多くの学習塾は、季節講
習の日程・時間が全て決まっており、部活動の
予定と合わないケースが多いです。セルモなら
フレキシブな冬休みを過ごせます。

③ 通常授業で受講出来ない科目や、通常授業に追
加しての受講など、生徒さんの学習のコンディ
ションに合わせた学習が可能です。

④ 小学生の方が、先取りして中学生の英語を学習
できるなど、生徒さんのチャレンジを応援しま
す。学習を有利に進めるには、先取り学習して
「学習貯金」を貯めることです。セルモで貯金
を作り、学校の授業に自信を持って望めます。

⑤ 予定単元が終わらなかった生徒さんを支援しま
す。推奨コースを受講して頂いた生徒さんが、
予定単元を終了出来なかった場合は、冬期講習
終了後、特別補習を編成し予定単元をなるべく
終了させるよう支援します。
※一部コースを除きます。
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冬期講習
カレンダー
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日程 時間① 時間② 時間③ 時間④
12/14（土） ◯ ◯ ◯ △
12/21（土） ◯ ◯ ◯ △
12/22（日） ◯ ◯ ◯ ー
12/26（木） ◯ ◯ ◯ ー

12/27（金） ◯ ◯ ◯ ー

12/28（土） ◯ ◯ ◯ △
1/4（土） ◯ ◯ ◯ △
1/5（日） ◯ ◯ ◯ ー
1/6（月） ◯ ◯ ◯ ー

1/7（火） ◯ ◯ ◯ ー

1/11（土） ◯ ◯ ◯ △
1/12（日） ◯ ◯ ◯ ー

時間① 9:30～11:10
時間② 12:30～14:10
時間③ 14:30～16:10
時間④ 18:20～20:00

◯＝設定あり
△＝若干数設定あり
ー＝設定なし

1. 1日2コマ以上の選択も可能です。
2. 学年問わず、1コマ100分です。
3. 12月29日（日）～1月3日（金）は、教室の冬季休暇です。
4. 通常授業は別途行われます。
5. 学校や部活の登校日を確認して下さい。お申し込み後の
日程変更は原則お断りいたします。



重要!!
中学３年生
冬休みの学習

①
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【残り少ない時間を有効活用!】

2学期期末テスト終了以降の学習の流れを作る!!

n 中学3年生はいよいよ最大のモチベーションを発揮する時
期に入ります。受験の成果は、必要なカリキュラムをど
こまで進めたか？どこまで理解しているか？その2点で決
まります。

n 特別な対応策は無く、ひとつひとつ丁寧に取り組むしか
ありません。過去問題さえやれば解けると言われたのは
今は昔の話で（もちろん過去問題も重要ですが）、中学1
～3年生までの範囲を、いかに丁寧に学習するか？その発
展や応用問題にどれだけ取り組むか？に掛かっています。

n 上記の学習をやりこなそうと思うと、当然冬休みの学習
だけでは時間的に無理で、2学期期末テストの終了する
11月中旬から試験日までの学習時間の確保と学習内容の
決定が必要です。

n 学校及びセルモに登校している時間以外の、自宅にいる
時間に何をやるか、事前にしっかり定め、別途配布する
計画表に記載して下さい。確実に実施していきましょう。

n 個別学習のセルモでは、自宅での学習に自信が無い生徒
さんに向け、冬期講習の他に「入試直前合宿勉強会」を
別途ご案内しています。様々な学習機会やチャンスを活
かし、後悔の無い成果を導きましょう！



重要!!
中学３年生
冬休みの学習

②
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【学習計画の立て方】

計画を事前に立て、日々の進捗をチェックしよう

n 冬の学習は、2学期期末テストが終了する当日から開始出
来るよう、計画を立てましょう。期末テスト終了から、
私立一般入試まで80日、都立一般入試まで90日です。計
画を立てるのは、11月中旬日までに終了させましょう。
2学期期末テストの学習の合間に、息抜きがてら立てるの
が良いかもしれませんね。

n 毎日一定時間取り組むべきことは、英単語・漢字や、理
科・社会の一問一答など、基礎点に繋がる学習です。1日
最低でも、2時間は割いてください。

n セルモで配布する学習計画表に、朝起きてから夜寝るま
での学習予定を書き込みましょう。学習予定は、主に学
習する科目・教材のページ数を記入しておくと良いで
しょう。例えば、12月22日 13:00～14:00 数学「ス
パート（教材名）」P50～54というように、具体的に記
入しましょう。

n 学習計画表の記入方法が分からない人は、セルモの先生
に事前に確認して下さい。

n 計画表は机の周りに貼り、学習が予定どおり終了したら
チェックを入れましょう。



重要!!
中学３年生
冬休みの学習

③

8

【学習計画の見本】

6:00 起床（シャワー、食事）

7:00 英単語 10級の練習
漢字 P100～101の練習

9:00 休憩

9:30 理科「スパート」 P20～21

10:30 社会「スパート」 P20～21

11:30 昼食、休憩

12:30 セルモ冬期講習

14:30 セルモ宿題、休憩

15:30 数学「スパート」 P20～21

16:30 英語「スパート」 P20～21

17:30 国語「スパート」 P20～21

19:00 セルモ通常授業

21:30 セルモ宿題、休憩

22:30 英単語、漢字復習

23:30 就寝

ポイント：1科目をたくさんやらない（各科目少しずつ）
事前に学習範囲や時間を決めておく
適度な休憩（20分程度のお昼寝も有効）



冬期講習
推奨コース
（中学生）
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コース
番号 対象学年 コース名 受講回数

1 中学3年生 都立高校受験
Aプラン

20回
（2,000分）

2 中学3年生 都立高校受験
Bプラン

15回
（1,500分）

3 中学3年生 私立高校受験
Cプラン

21回
（2,100分）

4 中学3年生 私立高校受験
Dプラン

14回
（1,400分）

5 中学2年生 3学期理社
先取りコース

10回
（1,000分）

6 中学2年生 3学期数英
追付きコース

14回
（1,400分）

7 中学2年生 3学期数学
追付きコース

7回
（700分）

8 中学2年生 3学期英語
追付きコース

7回
（700分）

9 中学1年生 3学期理社
先取りコース

10回
（1,000分）

10 中学1年生 3学期数英
追付きコース

14回
（1,400分）

11 中学1年生 3学期数学
追付きコース

7回
（700分）

12 中学1年生 3学期英語
追付きコース

7回
（700分）

13 中学
1～3年

オンライン
英会話OLECO
トライアルコース

1日2セット
×4日間、計8回
（240分）

14 中学
1～3年 フリープラン 5回

以上



冬期講習
推奨コース
（小学生）
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コース
番号 対象学年 コース名 受講回数

15 小学
5/6年生

私立中学
受験コース

20回
（2,000分）

16 小学
5/6年生

中学校英文法
先取りコース

7回
(700分）

17 小学
3～6年生

3学期理社
先取りコース

10回
（1,000分）

18 小学
1～6年生

3学期算数
追付きコース①

7回
（700分）

19 小学
1～6年生

3学期算数
追付きコース②

14回
（1,400分）

20 小学
1～6年生

3学期国語
先取りコース

5回
（500分）

21 小学
4～6年生

オンライン
英会話OLECO
トライアルコース

1日2セット×
4日間、計8回
（240分）

22 小学
1～６年生 フリープラン 5回

以上



冬期講習
各コース
受講料金
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1. 早期お申込み期限：11月23日（土）
2. 早期期限内にお申込み頂くと、総額から
5%の割引となります。

3. 最終お申込み期限：12月13日（金）

受講回数×2,000円
（消費税別途）

17,000円
（消費税別途）

オンライン英会話OLECO以外の全コース

オンライン英会話OLECO
トライアルコース（1日2セット×4日間、計8回）

1. すでに正規料金より20%以上の割引を
行っているため、早期お申込み割引はご
ざいません。

2. トライアルコースから正規入会された方
は、入会金が無料（通常5,000円）にな
ります。

3. 上記料金には専用テキスト代が含まれて
います。（すでにお持ちの方は、新規配
布は致しません。）

他の個別塾と比べて圧倒的に低価格なセル
モの冬期講習。生徒さんに必要な学習時間
を確保し、充実した3学期を迎えましょう!



各コース
詳細①
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コース番号1：中学3年生
「都立高校受験Aプラン」

（学習内容）都立高校を目指す生徒さんが、数英国
理社5科目の3年生の総復習を行います。夏休みに
続き総復習専用教材の「合格BON」他を利用し、
学習します。生徒さんによっては、5科目のうち3
～4科目に絞り学習する場合もあります。詳細は、
別途ご提案書をご確認下さい。

料金（税抜き） 全20コマ（2,000分）
通常申込み：40,000円
早期申込み：38,000円

（特典） 最大約16,600円相当無料
1. 模擬試験1回無料
2. 3学期定期テスト対策授業計4回無料チケット
3. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能

コース番号2：中学3年生
「都立高校受験Bプラン」

（学習内容）都立自校作成問題校（八王子拓真等）
を目指す生徒さんが、数英国の3科目の頻出学習
範囲を学習します。セルモシステムを利用し、
該当範囲を進めていきます。詳細は、別途ご提案書
をご確認下さい。

料金（税抜き） 全15コマ（1,500分）
通常申込み：30,000円
早期申込み：28,500円

（特典） 最大約11,200円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計3回無料
2. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能



各コース
詳細②
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コース番号3：中学3年生
「私立高校受験Cプラン」

コース番号4：中学3年生
「私立高校受験Dのプラン」

（学習内容）私立高校を目指す生徒さんが、数英国
の3科目の3年生の総復習を行います。総復習は専
用オンライン教材の「合格BON」他を利用します。
詳細は、別途ご提案書をご確認下さい。

料金（税抜き） 全21コマ（2,100分）
通常申込み：42,000円
早期申込み：39,900円

（特典） 最大約16,600円相当無料
1. 模擬試験1回無料
2. 3学期定期テスト対策授業計4回無料チケット
3. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能

（学習内容）通信制高校等を目指す生徒さん、ス
ポーツ推薦等で高校進学を目指す生徒さんが、数英
に絞って3年生の総復習を行います。総復習は専用
オンライン教材の「合格BON」を利用します。1科
目受験の場合は、１科目に絞ることも可能です。

料金（税抜き） 全14コマ（ 1,400分）
通常申込み：28,000円
早期申込み：26,600円

（特典） 最大約11,200円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計3回無料
2. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能



各コース
詳細③
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コース番号5：中学2年生
「3学期 理社先取りコース」

コース番号6：中学2年生
「3学期 数英追付きコース」

（学習内容）：理・社（歴史）の2学期学習予想範囲
の先取学習を行います（各科目5回ずつ）。
主に、通常授業で数学・英語の進度に問題ない生徒
さんが受講します。3学期の大変ボリュームの多い
テスト範囲を、少しでも有利に進めましょう。

料金（税抜き） 全10コマ（1,000分）
通常申込み：20,000円
早期申込み：19,000円

（特典） 約4,800円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計2回無料

（学習内容）：通常授業で、数学・英語の学習が
2年生に入っているものの、学校の進度に追いついて
いない生徒さんが受講します（各7回ずつ）。通常
授業と合わせ学校進度に追付き、3学期は学校進度
より先を学習することを目指します。

料金（税抜き） 全14コマ（1,400分）
通常申込み：28,000円
早期申込み：26,600円

（特典） 最大約11,200円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計3回無料
2. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能



各コース
詳細④
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コース番号7：中学2年生
「3学期 数学追付きコース」

（学習内容）：通常授業で、数学の学習が2年生に
入っている（もしくは、通常数学の受講が無い）も
のの、学校の進度に追いついていない生徒さんが受
講します。少しでも学校の進度に追いつき、追い越
せの目標で頑張りましょう。

料金（税抜き） 全7コマ（700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 約4,800円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計2回無料

コース番号8：中学2年生
「3学期 英語追付きコース」

（学習内容）：通常授業で、英語の学習が2年生に
入っている（もしくは、通常英語の受講が無い）も
のの、学校の進度に追いついていない生徒さんが受
講します。少しでも学校の進度に追いつき、追い越
せの目標で頑張りましょう。

料金（税抜き） 全7コマ（700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 約4,800円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計2回無料



各コース
詳細⑤
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コース番号9：中学1年生
「3学期 理社先取りコース」

コース番号10：中学1年生
「3学期 数英追付きコース」

（学習内容）：理・社（歴史）の2学期学習予想範囲
の先取学習を行います（各科目5回ずつ）。
主に、通常授業で数学・英語の進度に問題ない生徒
さんが受講します。3学期の大変ボリュームの多い
テスト範囲を、少しでも有利に進めましょう。

料金（税抜き） 全10コマ（1,000分）
通常申込み：20,000円
早期申込み：19,000円

（特典） 約4,800円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計2回無料

（学習内容）：通常授業で、数学・英語の学習が
1年生に入っているものの、学校の進度に追いついて
いない生徒さんが受講します（各7回ずつ）。通常
授業と合わせ学校進度に追付き、3学期は学校進度
より先を学習することを目指します。

料金（税抜き） 全14コマ（1,400分）
通常申込み：28,000円
早期申込み：26,600円

（特典） 最大約11,200円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計3回無料
2. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能



各コース
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コース番号11：中学1年生
「3学期 数学追付きコース」

コース番号12：中学1年生
「3学期 英語追付きコース」

（学習内容）：通常授業で、数学の学習に取り組ん
でいる（もしくは、通常数学の受講が無い）ものの、
学校の進度に追いついていない生徒さんが受講しま
す。少しでも学校の進度に追いつき、追い越せの目
標で頑張りましょう。

料金（税抜き） 全7コマ（700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 約4,800円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計2回無料

（学習内容）：通常授業で、英語の学習に取り組ん
でいる（もしくは、通常英語の受講が無い）ものの、
学校の進度に追いついていない生徒さんが受講しま
す。少しでも学校の進度に追いつき、追い越せの目
標で頑張りましょう。

料金（税抜き） 全7コマ（700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 約4,800円相当無料
1. 3学期定期テスト対策授業計2回無料



各コース
詳細⑦
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コース番号13：
「オンライン英会話OLECO」

トライアルコース
（学習内容）：今春導入以降人気のオンライン
英会話OLECOのトライアルコースです。集中して
英会話に慣れるため、1日2セットを計4日間受講い
ただきます。海外講師のスケジュール確保の関係上、
12月に2日間、1月に2日間スケジュールをご選択
下さい。
※海外現地の都合で、一部受講不可日や時間帯がご
ざいます。詳細はP23に記載の通りです。
※お申し込み後、システムに慣れるため事前に無料
体験学習を1回実施させて頂きます。

料金（税抜き）17,000円（テキスト代含む）
全4日間、8コマ（240分）

特典
2月以降OLECOを継続される方は、入会金5,000円
が無料になります。

コース番号14：
フリープラン

学習内容：例えば、「中学2年生で中学1年生からの
数学を全てやり直したい」「この 冬休み中に、中学
1年生の1学期からの英語を全てマスターしたい」
などの個別リクエストがある方がご選択下さい。

1年間の総復習は科目にもよりますが、全単元を
くまなく復習する場合、1科目あたり約20回以上
の受講が必要です。コメント欄に、リクエストを
できるだけ具体的にご記入下さいませ。

料金（税抜き） 5コマ以上からお申し込み可能
通常申込み：1コマ2,000円
早期申込み：総額から5%OFF



各コース
詳細⑧
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コース番号15：小学5/6年生
「私立中学受験コース」

コース番号16：小学5/6年生
「中学校英文法先取りコース」

（学習内容）私立中学校を目指す生徒さんが、志望
この受験科目数に応じ、各科目5～10回ずつ学習し
ます。6年生は、主に志望校や類似校の過去問題に
取り組みます。5年生の生徒さんは、可能な限り各
科目の5年生の範囲を終わらせ、6年生の先取りに
入りましょう。

料金（税抜き） 全20コマ（2,000分）
通常申込み：40,000円
早期申込み：38,000円

（特典） 最大約6,700円相当無料
1. 模擬試験1回無料
2. 目標範囲まで完了しなかった場合の補習

※最大100分授業×2回まで受講可能

（学習内容）中学校進学を見据えた生徒さんが、中
学校の英文法を先取り学習します。be動詞、一般
動詞など、基本的な動詞を学び、肯定文・疑問文・
否定文などの基本構文を作成出来るようにします。

料金（税抜き） 全7コマ（ 700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 1,300円相当無料
1. 冬休み自宅学習用教材（東教出版イングリッ
シュロード）プレゼント
※同書籍を所有している生徒は、別の教材を
手配します。



各コース
詳細⑨
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コース番号17：小学3～6年生
「3学期理社先取りコース」

コース番号18：小学1～6年生
「3学期算数追付きコース①」

（学習内容）通常授業で、算数の進度に遅れの無い
生徒さんが受講します。2学期に学習を予定する理
科・社会を先取り学習します。先取り学習のメリッ
ト（学校授業理解、予習癖）を体感してもらうこと
を目的とします。

料金（税抜き） 全10コマ（1,000分）
通常申込み：20,000円
早期申込み：19,000円

（特典） 2,000円相当無料
1. 冬休み自宅学習用教材（ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾈｯﾄﾜｰｸ標準
新演習算数・国語各学年）プレゼント
※同書籍を所有している生徒は、別の教材を
手配します。

（学習内容）算数の進度に遅れのある生徒さんが受
講します。通常授業と合わせ、冬休み終了までに学
校の進度に追いつくことを目標とします。
※進度差が、教科書目次で2～3単元の生徒さん

料金（税抜き） 全7コマ（ 700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 1,000円相当無料
1. 冬や進み自宅学習用教材（ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾈｯﾄﾜｰｸ標
準新演習算数各学年）プレゼント
※同書籍を所有している生徒は、別の教材を
手配します。



各コース
詳細⑩
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コース番号19：小学1～6年生
「3学期算数追付きコース②」

コース番号20：小学1～6年生
「３学期国語追付きコース」

（学習内容）算数の進度に遅れのある生徒さんが受
講します。通常授業と合わせ、夏休み終了までに学
校の進度に追いつくことを目標とします。
※進度差が、教科書目次で4～6単元（3ヶ月）程度
の生徒さん

料金（税抜き） 全14コマ（1,400分）
通常申込み：28,000円
早期申込み：26,600円

（特典） 2,000円相当無料
1. 冬休み自宅学習用教材（ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾈｯﾄﾜｰｸ標準
新演習算数・国語各学年）プレゼント
※同書籍を所有している生徒は、別の教材を
手配します。

（学習内容）通常授業で、算数の進度に遅れの無い
生徒さんが受講します。3学期に学習を予定する国
語に特化して勉強します。

※国語は、各単元の漢字の読み書きも実施します。

料金（税抜き） 全7コマ（700分）
通常申込み：14,000円
早期申込み：13,300円

（特典） 1,000円相当無料
1. 冬休み自宅学習用教材（ｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙﾈｯﾄﾜｰｸ標準
新演習算数 各学年）プレゼント
※同書籍を所有している生徒は、別の教材を
手配します。



各コース
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コース番号21：小学4～6年生
「オンライン英会話トライアルコース」

コース番号22：小学1～6年生
「フリープラン」

学習内容：例えば、「冬休みの都合上、10回は無理
だが6回算数を復習したい」「6年生で、中学校の
数学を10回トライしたい」など、個別リクエストが
ある方がご選択下さい。

コメント欄にリクエストをできるだけ具体的に
ご記入下さいませ。

料金（税抜き） 5コマ以上からお申し込み可能
通常申込み：1コマ2,000円
早期申込み：総額から5%OFF

（学習内容）：今春導入以降人気のオンライン
英会話OLECOのトライアルコースです。集中して
英会話に慣れるため、1日2セットを計4日間受講い
ただきます。海外講師のスケジュール確保の関係上、
12月に2日間、1月に2日間スケジュールをご選択
下さい。
※海外現地の都合で、一部受講不可日や時間帯がご
ざいます。詳細はP23に記載の通りです。
※お申し込み後、システムに慣れるため事前に無料
体験学習を1回実施させて頂きます。

料金（税抜き）17,000円（テキスト代含む）
全4日間、8コマ（240分）

特典
2月以降OLECOを継続される方は、入会金5,000円
が無料になります。
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OLECO受講について

【受講不可日】 ※現地休日
12月24日（火）・25日（水）・26日（木）
※現地クリスマス休暇のため
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