
2019年 ＳＥＧ 新中１ 春期講習 講座日程表 Ver.7.3 新中１　19/3/25　SEG　ver.7.3　

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。

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。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。
※クラス名のアルファベットはレベルを表しています。
　アルファベットの後の数字は、同一レベルのクラスに単に振り当てた番号で、レベルを表すものではありません。

◇日程別 講座一覧表  （基本日程：１講座＝180分授業×５日間）

10501 岡本 10502 青木亮 10001 佐藤太 10111 佐藤太 10031 小林純 10141 伴 10051 迎 10161 【増設】 栗原 10071 北園 10081 大賀

10101 小林純 10112 北園 10131 迎 10142 北園 10151 大畑 11261 町田/Paul 10171 佐藤太 10181 佐藤太

10102 大賀 10113 高野 10132 増田 10143 安川 10152 小林純 10172 井上 10182 迎

11101 Mark/古川 11011 Tim/古川 10133 【増設】 菅間 10144 【増設】 菅間 10153 栗原 10173 安川 10183 大畑

11102 James/樺山 11111 篠崎/Tim 11131 横川/Andre 10145 【増設】 増田 10154 【増設】 北園 10174 【増設】 栗原 10184 【増設】 菅間

11201 古川/Mark 11211 菅原/James 11132 Jeremy/景山 11041 Ferghal/吉井 11151 横川/James 10175 【増設】 迎 10185 【増設】 高野

中1英語多読A2

11202 樺山/James 11212 James/菅原 11231 大芦/Nick 11141 増田有/Ferghal 11152 景山/Ed 11071 古川/Mark 11181 菅原/Nick

11232 増田有/Ed 11241 11251 木澤/Mark 11171 白/Ferghal 11281 大芦/Mark

中1英語多読A2

11233 Nick/増田有 11242 11252 吉井/David 11172 Nick/白 11282 Ferghal/大芦

中1英語多読A3　【増設】 中1英語多読A3　【増設】

11243 11253 Nick/吉井 11271 Mark/大芦 11283 増田有/Ed

中1英語多読A4　【増設】

11244 Mark/増田有 11272 大芦/Nick 11284 Tanya/増田有

中1英語多読A5　【増設】

11273 Tanya/景山 11285 内藤/Tim

中1英語多読A6　【増設】

11274 景山/Tanya 11286 Nick/菅原

11275 Jeremy/菅原

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

中1数学A4　文字式とその応用

中1英語多読C1

中1英語多読A3　【増設】

中1数学A1　文字式とその応用

17:15～20:15

中1英語多読A2

中1英語多読A5　【増設】

中1数学A1　文字式とその応用 中1数学B1　文字式とその応用

中1英語多読B2　【増設】

中1英語多読A3　【増設】 中1英語多読A1

中1数学B1　文字式とその応用

中1英語多読B1中1英語多読A1 中1英語多読A1 中1英語多読B2　【増設】

中1英語多読A2 中1英語多読A1

中1英語多読C1

中1英語多読A1

E2ターム

中1英語多読B1 中1英語多読B1 中1数学A5　文字式とその応用

中1数学A2　文字式とその応用 中1数学A2　文字式とその応用

中1数学A1　文字式とその応用

中1数学B1　文字式とその応用

中1数学A2　文字式とその応用 中1数学A3　文字式とその応用

中1数学A1　文字式とその応用 中1数学A2　文字式とその応用 中1数学A1　文字式とその応用 中1数学A1　文字式とその応用中1数学A1　文字式とその応用

E1ターム

中1数学A3　文字式とその応用

中1数学A4　文字式とその応用

13:15～16:15

中1数学A3　文字式とその応用

中1数学A4　文字式とその応用

ASターム B3ターム

数学Extremeα　帰納的な考え方

中1数学A3　文字式とその応用

中1英語多読B1

中1数学A2　文字式とその応用

ATターム A3ターム

中1数学B1　文字式とその応用

中1数学A2　文字式とその応用

数学Extremeα　帰納的な考え方

10:00～15:30 (30分休憩) 17:15～20:1510:00～15:30 (30分休憩)

中1数学A3　文字式とその応用

D3ターム

中1英語多読A1

中1数学A4　文字式とその応用

17:15～20:15

中1数学A2　文字式とその応用

中1数学A3　文字式とその応用

17:15～20:15

中1英語多読A4　【増設】

中1英語多読A4　【増設】

中1英語多読C1

高松/Andre

2/24(日) 3/2(土) 3/3(日)～3/7(木) 3/9(土)～3/13(水) 3/15(金)～3/20(水) *17(日)は休み
Dタームは、Ｄ1タームとＤ2・Ｄ3タームで日程が異なります。

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

9:15～12:15
中1数学B1　文字式とその応用中1数学A1　文字式とその応用

C3ターム D1ターム D2ターム
9:15～12:15 13:15～16:15

中1英語多読B2　【増設】

Mike/松野

中1英語多読A3　【増設】

中1英語多読A1 中1英語多読A1

中1英語多読B1

中1数学A5　文字式とその応用

中1英語多読B1中1英語多読A2

中1数学A5　文字式とその応用

中1英語多読B1 中1英語多読B2　【増設】

中1英語多読A2 中1英語多読A2

内藤/Mark

◇科目別 受講料・開講ターム一覧

科目 クラスコード 講座名 AS AT A3 B3 C3 D1 D2 D3 E1 E2

数学 10000～099 中1数学B　文字式とその応用 ● ● ● ● ●
10100～199 中1数学A　文字式とその応用 ● ● ● ● ● ● ● ●
10500～599 数学Extremeα　帰納的な考え方 ● ●

英語 11000～099 中1英語多読C ● ● ●
11100～199 中1英語多読B ● ● ● ● ● ● ●
11200～299 中1英語多読A ● ● ● ● ● ● ● ●

◆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。

¥32,500
¥32,500

受講料

開講ターム

¥24,100
¥24,100

¥8,400
¥32,500

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】

←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

10001 佐藤太 ←講師名

↑

クラスコード

←日程

中1数学B1　文字式とその応用

A3ターム
17:15～20:15

3/3(日)～3/7(木)

◇日程別 講座一覧表 の見方

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


