
2016年 ＳＥＧ　新高２　春期講習　講座日程表 新高2　16/1/11　SEG　ver.1.0　

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。左下の変則日程・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Web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）

50210 寺町 50220 青木純 50130 青木亮 50140 大澤 50250 佐藤達 50160 雲T 50170 木村浩 50180 青木亮 50590 高野

51010 Tim/新田 51020 Ben/松野 50230 内山 51040 Ross/古川 50550 増田 50260 大澤 50270 金子 50780 安川 50690 大澤

51210 新田/James 52020 吉田 50730 千葉 51240 Ben/小川和 50650 伴 50460 光田 50470 佐藤達 51080 Jeremy/菅原 50990 内山

51410 岩瀬/景山 71500 池田 51030 古川/Jeremy 51440 景山/松木 50850 高野 51060 菅原/Ben 51070 Ross/新田 51380 Nick/新田 52090 椿

71530 池田 51032 Tim/松野 53040 田中裕 51050 Ross/菅原 51260 高橋陽/James 51270 景山/Ross 52180 伊藤雅 75690 松田

51230 岩澤/Ben 51250 町田/Ben 51560 新田/渡辺卓 51470 福永/小川和 53080 阿部

51430 木村哲/景山 51450 渡辺卓/新田 52060 有川 52270 4/1（1日間）        吉田 71510 池田

52130 水口 52050 石山 52160 椿 53070 首藤

53030 川原 53050 阿部 75660 松田

75630 松田 71520 池田

80620 青木亮

3/14(月)～3/18(金) 3/21(月休)～3/26(土)　*23（水）は休み 3/28(月)～4/1(金)

高2英語多読Bプラス（新規生専用講習）

フェルマーの小定理へとつながるフィボナッチ

式と論証M 微分入門（数Ⅱ）S

高2英語多読G 微分入門（数Ⅱ）R 場合の数と確率EF 場合の数と確率EF 式と論証L 式と論証M

速読による能力訓練

高2英語多読B

13:15～16:15 17:15～20:15

学び始める物理α 構造と結合の化学

速読による能力訓練 英検対策講座　2級

構造と結合の化学 速読による能力訓練　

B3ターム C2ターム C3ターム

学び始める物理β

学び始める物理β

高2英語多読F 学び始める物理α

3/7(月)～3/11(金)

場合の数と確率G 場合の数と確率G 場合の数と確率G 微分入門（数Ⅱ）R

高2英語多読G 高2英語多読G

場合の数と確率EF 場合の数と確率EF

場合の数と確率EF

場合の数と確率G

E2ターム E3ターム

場合の数と確率EF 場合の数と確率G

D1ターム D2ターム D3ターム E1ターム
17:15～20:15 9:15～12:15

高2英語多読F

高2英語多読B 英検対策講座　1級 高2英語多読G 高2英語多読B 数列入門 高2英語多読G 高2英語多読G 高2英語多読Fプラス（新規生専用講習）

構造と結合の化学

学び始める物理α

高2英語多読F

高2英語多読B 学び始める物理β SEG物理H入門 英検対策講座　準1級

高2英語多読B 構造と結合の化学

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

高2英語多読F

高2英語多読F 学び始める物理β 式と論証L 高2英語多読F 微分入門（数Ⅱ）S 高2英語多読G 平面ベクトル

英検対策講座　準2級 高2英語多読G 構造と結合の化学 高2英語多読G

春期講習申込受付スケジュール

1/20（水） ～ 1/26（火） 1/29（金） 1/30（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～

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
D3 51560 高2英語多読Bプラス（新規生専用講習） 新田/渡辺卓 17：05～20：25（200分）

E1 52270 SEG物理H入門 吉田 1日間　4/1（金）

E2 51380 高2英語多読Fプラス（新規生専用講習） Nick/新田 13：05～16：25（200分）

高2英語多読G

高2英語多読F

高2英語多読B

全ターム
51000～51299
51400～51499

[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
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

数学 50100～199 場合の数と確率G ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ●
50200～299 場合の数と確率EF ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ● ●
50400～499 微分入門（数Ⅱ）S ¥23,600 ¥22,600 ● ●
50500～599 微分入門（数Ⅱ）R ¥23,600 ¥22,600 ● ●
50600～699 式と論証M ¥23,600 ¥22,600 ● ●
50700～799 式と論証L ¥23,600 ¥22,600 ● ●
50800～899 数列入門 ¥23,600 ¥22,600 ●
50900～999 平面ベクトル ¥23,600 ¥22,600 ●

英語 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Fプラス（新規生専用講習） ¥30,300 ¥29,300 ●
51400～499 高2英語多読B ¥30,300 ¥29,300 ● ● ● ● ●
51500～599 高2英語多読Bプラス（新規生専用講習） ¥30,300 ¥29,300 ●

物理 52000～099 学び始める物理β ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ●
52100～199 学び始める物理α ¥23,600 ¥22,600 ● ● ●
52200～299 SEG物理H入門 ¥5,800 ¥5,800 ●

化学 53000～099 構造と結合の化学 ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ●
特別 71500～509 英検対策講座　1級 ¥23,600 ¥22,600 ●
講習 71510～519 英検対策講座　準1級 ¥23,600 ¥22,600 ●

71520～529 英検対策講座　2級 ¥23,600 ¥22,600 ●
71530～539 英検対策講座　準2級 ¥23,600 ¥22,600 ●
75600～699 速読による能力訓練 ¥27,700 ¥26,700 ● ● ●
80620～629 フェルマーの小定理へとつながるフィボナッチ ¥16,800 ¥15,800 ●

◆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。

開講ターム

←日程

←曜日

←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

50210 寺町 ←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EF

3/7～3/11
月～金

B3ターム
17:15～20:15

◇日程別 講座一覧表 の見方


