
2019年 ＳＥＧ　新高２　春期講習　講座日程表　Ver1.1 新高２　19/3/14　SEG　ver.1.1　

春期講習は原則として、１講座が180分授業×５日間で開講されます。

の変則日程講座は、開講日数・時間が異なります。右下の変則日程・変則時間帯講座表で詳細をご確認ください。

講座名の表記はパンフレットと一部異なる場合がございます。
講師は予告なく変更となる場合がございます。講座によっては指定座席となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
増設講座など最新の情報はＳＥＧホームページでご確認ください。

◇日程別 講座一覧表  （基本日程：１講座＝180分授業×５日間）

50111 木村浩 51021 Ross/古川 50131 青木亮 50141 古川 50251 青木亮 50461 佐藤達 50271 大澤 50481 木村浩 50191 大澤 52201 4/6(1日間） 吉田

バイリンガル論述力α

50211 佐藤達 50231 金子 50641 岡本 50551 増田 50861 増田 51071 Ben/松野 50781 千葉 50391 有川 71661 4/3～6 吉田剛

50311 寺町 50331 安永 51341 里岡/松木 50951 木村浩 51261 古川/Ben 51271 松野/Ben 51081 町田/Mike 50591 高野

51011 里岡/Ben 50731 安川 51441 松木/里岡 51051 菅原/Ben 51461 新田/岩瀬 51371 里岡/小原 51481 新田/渡辺卓 50691 千葉

51211 町田/Mike 51031 Ben/菅原 53041 首藤 51251 Ben/菅原 52161 野村 51471 小原/新田 53081 阿部 51391 渡辺卓/松野

51411 村田/岩瀬 51231 里岡/Ben 52051 麓 53061 川原 52071 吉田 53481 吉久 52091 舩越

53011 阿部 51331 新田/岩瀬 52151 加藤 53461 首藤 52171 椿 75691 松田

3/9～11　 3/28～30　

71421 16:30～18:30　渡辺卓 52031 伊藤雅 75661 松田 71411 10:15～12:15　　　 福永

　※D1の初日は3/23(土)、D2・D3の初日は3/22（金）です。ご注意ください。

52131 椿

75631 松田

　～日本語の速読訓練です～

～日本語の速読訓練です～

～日本語の速読訓練です～

13:15～16:15 17:15～20:15 17:15～20:15

F3ターム

高2英語多読F 学び始める物理β　【講師変更】

高2英語多読Z 学び始める物理α 有機化学・構造理論 学び始める物理α 速読による能力訓練　

SEG物理H入門場合の数と確率G

E2ターム E3ターム

速読による能力訓練

17:15～20:15 13:15～16:15 17:15～20:15 9:15～12:15 13:15～16:15

学び始める物理α

Writing力養成・中級 学び始める物理β

学び始める物理β 有機化学・構造理論 学び始める物理β

構造と結合の化学

高2英語多読Y

高2英語多読F 高2英語多読G 構造と結合の化学 高2英語多読F 学び始める物理α

高2英語多読G 数学の論証L 高2英語多読Y 高2英語多読G 高2英語多読Y 高2英語多読Z 高2英語多読Y 数学の論証M

高2英語多読Y 構造と結合の化学 高2英語多読Z

高2英語多読G 微分入門（数Ⅱ）R

問題演習で鍛える

平面ベクトル 高2英語多読F

数学の論証M 微分入門（数Ⅱ）R 数列入門 高2英語多読G 数学の論証L 場合の数と確率E

D2ターム D3ターム E1ターム
17:15～20:15 9:15～12:15

C3ターム

場合の数と確率E 場合の数と確率E 高2英語多読Z 高2英語多読F

場合の数と確率F 場合の数と確率F

速読による能力訓練　 Writing力養成・上級

構造と結合の化学

Dタームは、Ｄ1タームとＤ2・Ｄ3タームで日程が異なります。
3/9(土)～3/13(水) 3/15(金)～3/20(水)　*17(日)は休み

3/23(土)～3/27(水) 3/22(金)～3/27(水)　*24(日)は休み
3/28(木)～4/2(火)　*3/31(日)は休み 4/3(水)～4/6(土)　*4日間

場合の数と確率G 高2英語多読G

B3ターム C2ターム

場合の数と確率G 場合の数と確率F 微分入門（数Ⅱ）S 場合の数と確率G場合の数と確率F 微分入門（数Ⅱ）S

D1ターム

春期講習申込受付スケジュール

1/16(水) ～ 1/22(火) 1/25(金) 1/26(土)

正会員 優先予約
申込期間

予約結果発表
15:00

一般生申込受付開始
13：00～空席状況

 ＳＥＧホームページ（http://www.seg.co.jp/）→【春期講習から始めよう！】→【空席状況】

←日程

←ターム名（ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄは日程を、
 　数字は時間帯を表わしています）

←時間帯

←講座名

50111 木村浩 ←講師名

↑

クラスコード

の変則日程講座については、

下の変則日程・変則時間帯講座表で詳細をご確認ください。

場合の数と確率G

3/9(土)～3/13(水)

B3ターム
17:15～20:15

◇日程別 講座一覧表 の見方

変則日程・変則時間帯講座表

ﾀｰﾑ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 講座名 講師 日程･時間帯
高2英語多読G

高2英語多読F

高2英語多読Z

高2英語多読Y

B3 71421 Writing力養成・中級 渡辺卓 3日間 3/9(土)～11(月)  16:30～18:30(120分）

E1 71411 Writing力養成・上級 福永 3日間 3/28(木)～30(土)  10:15～12:15(120分)

F3 52201 SEG物理H入門 吉田 1日間 4/6(土)

F3 71661 問題演習で鍛えるバイリンガル論述力α 吉田剛 4日間 4/3(水)～6(土)

全ターム
51000～
51499

［朝ターム］  9:05～12:25（200分）
［昼ターム］13:05～16:25（200分）
［夜ターム］17:05～20:25（200分）

◇科目別 受講料・開講ターム一覧
開講ターム

科目 種別 クラスコード 講座名 受講料
正会員
受講料

B3 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F3

数学 指定講習 50100～199 場合の数と確率G ¥23,900 ¥22,900 ● ● ● ●
50200～299 場合の数と確率F ¥23,900 ¥22,900 ● ● ● ●
50300～399 場合の数と確率E ¥23,900 ¥22,900 ● ● ●
50400～499 微分入門（数Ⅱ）S ¥23,900 ¥22,900 ● ●
50500～599 微分入門（数Ⅱ）R ¥23,900 ¥22,900 ● ●
50600～699 数学の論証M ¥23,900 ¥22,900 ● ●
50700～799 数学の論証L ¥23,900 ¥22,900 ● ●

特別講習 50800～899 数列入門 ¥23,900 ¥22,900 ●
50900～999 平面ベクトル ¥23,900 ¥22,900 ●

英語 指定講習 51000～099 高2英語多読G ¥30,300 ¥29,300 ● ● ● ● ● ●
51200～299 高2英語多読F ¥30,300 ¥29,300 ● ● ● ● ●
51300～399 高2英語多読Z ¥30,300 ¥29,300 ● ● ● ●
51400～499 高2英語多読Y ¥30,300 ¥29,300 ● ● ● ● ●

特別講習 71410～419 Writing力養成・上級 ¥10,300 ¥9,800 ●
71420～429 Writing力養成・中級 ¥10,300 ¥9,800 ●
71660～669 問題演習で鍛えるバイリンガル論述力α ¥19,600 ¥18,600 ●

物理 指定講習 52000～099 学び始める物理β ¥23,900 ¥22,900 ● ● ● ●
52100～199 学び始める物理α ¥23,900 ¥22,900 ● ● ● ●

特別講習 52200～299 SEG物理H入門 ¥5,900 ¥5,900 ●
化学 指定講習 53000～099 構造と結合の化学 ¥23,900 ¥22,900 ● ● ● ●

53400～499 有機化学・構造理論 ¥23,900 ¥22,900 ● ●
その他 特別講習 75600～699 速読による能力訓練　～日本語の速読訓練です～ ¥29,700 ¥28,700 ● ● ●

◆通常授業を受講している方[正会員]または、過去に受講していた方[準会員]（入会金を納入済の方）は、正会員受講料となります。
◆受講料にはテキスト代・副教材費及び消費税が含まれています。

22(金) 23(土) 24(日) 25(月) 26(火) 27(水)
D1ターム  9:15～12:15 休み 〇 〇 〇 〇 〇
D2ターム 13:15～16:15 〇 〇 休み 〇 〇 〇
D3ターム 17:15～20:15 〇 〇 休み 〇 〇 〇

Dターム授業日程


