
2021年 ＳＥＧ　高１　夏期講習　講座日程表・料金表　Ver.2.0 対面授業・オンライン授業の科目別 受講料・開講ターム一覧は裏面にございます。 高１　21/6/9　ＳＥＧ　ver.2.0　

夏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。

５日間連続で出席できるタームを、受講したい講座ごとに１つ選んでお申し込みください。

の変則日程講座は、開講日数・時間が異なります。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。

オンライン講習につきましては裏面のオンライン授業 科目別 受講料・配信日程一覧をご確認ください。

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。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。

◇対面授業 日程別 講座一覧表  （基本日程：１講座＝180分授業×５日間）

41000 古川/Ross 40100 金子 40000 安永 40002 青木亮 41108 Ross/都築 40004 大澤 40108 木村浩 40110 栗原 40006 伴 40202 金子

53800 7/5～10 阿部 41002 町田/James 40102 光田 40104 岡本 41300 町田 40106 北園 40300 高野 40600 光田 40112 佐藤達 40500 青木亮

41100 大芦/Andre 41004 Tanya/町田 41006 Tanya/古川 40200 木村浩 41012 Mike/御手洗 41014 Ferghal/里岡 40302 増田 40810 8/2～5 伴

41102 RossM/里岡 41008 町田/Jeremy 41010 古川/Ross 41206 景山/Paul 41112 内藤/Mark 40602 岡本 41400 町田

41200 David/御手洗 41104 Ross/町田 41110 Tanya/御手洗 41208 Tanya/石川明 40800 金子

53802 7/12～17 吉久 41106 Mike/松野 41204 菅原/Paul 41114 Jeremy/内藤

41202 篠崎/Ben 42800 有川 41210 Mark/石川明

43000 樋口 42000 有川

71600 8/2～5 岩瀬

40604 木村浩 40700 木村浩 40606 北園 40502 大澤 40504 伴 40610 栗原 40506 安永 40614 安達 71610 岩瀬

41500 Ross/古川 41502 町田/James 40802 木村浩 40608 佐藤達 40750 増田 41508 James/御手洗 40612 金子 40702 金子

41600 Ross/町田 41602 景山/David 40751 増田 41402 渡辺賢 41608 御手洗/James 41510 Ross/古川 40752 高野

41700 石川明/Ben 41702 Ben/景山 40812 8/16～19 伴 41506 町田/Jeremy 41706 Paul/篠崎 41610 都築/Andre 41512 里岡/David

43002 吉久 71510 17:15～19:15 福永 41504 Mark/古川 41606 Mike/大芦 43500 樋口 41800 渡辺賢 41614 御手洗/Andre

41604 Ferghal/里岡 41704 James/御手洗 43502 吉久 41708 Andre/石川明

70560 8/23～26 北園 42500 有川

変則日程・変則時間帯講座表

図形と式・三角関数　編

対面授業、オンライン授業の科目別 受講料・開講ターム一覧は裏面にございます。

7/6（火）～7/10（土） 7/12（月）～7/16（金） 7/19（月）～7/23（金祝） 7/26（月）～7/30（金） 8/2（月）～8/6（金）

英検対策講座　準1級

振り子の運動　【撮影】熱と反応速度の化学　【撮影】

高1英語多読D前期

高1英語多読F後期高1英語多読E後期

高1英語多読E後期　【撮影】 図形と式R　【増設】 英語多読多聴入門 高1英語多読E後期 高1英語多読F後期 図形と式R

高1物理9月入会講座

高1英語多読D前期 運動の法則と重力　【撮影】

高1英語多読E後期 高1英語多読D後期

8/9～11　

熱と反応速度の化学　

高1英語多読D後期　【撮影】 高1英語多読D後期 高1生のための数Ⅱ応用演習 高1英語多読F後期 高1英語多読D後期

JMO(日本数学オリンピック)に挑戦！ 静電気の力　【撮影】

Writing力養成・上級　【撮影】 高1英語多読F後期 高1英語多読E後期 平衡の化学　【撮影】 英語多読多聴R後期 高1英語多読E後期

高1英語多読D後期平衡の化学

高1英語多読F後期　【撮影】 三角関数 論理と図形D 図形と式R　【撮影】 高1英語多読F後期 論理と図形D

高1化学9月入会講座

8/9（月休）～8/13（金） 8/16（月）～8/20（金） 8/23（月）～8/27（金） 8/30（月）～9/2（木）　※4日間

高1英語多読E後期

高1英語多読D前期　【撮影】 高1英語多読E前期 高1英語多読E前期

図形と式S高1英語多読F後期

高1英語多読D前期

図形と式・三角関数　編　【撮影】

高1英語多読E前期　【撮影】 高1英語多読F前期 高1英語多読F前期 指数・対数関数S　【撮影】

英語多読多聴入門

高1英語多読F前期 高1英語多読F前期 指数・対数関数R

論理と図形D

三角関数　【撮影】

高1英語多読E前期 高1英語多読F前期 高1英語多読F前期 高1英語多読D前期 高1英語多読E前期

英検対策講座　2級論理と図形D 論理と図形E 論理と図形E 論理と図形D 論理と図形E 論理と図形D

構造と結合の化学 高1英語多読E前期

高1英語多読D前期

高1英語多読E前期

論理と図形D　【撮影】 図形と式S　【撮影】

17:15～20:15

高1英語多読F前期　【撮影】 数列D　【撮影】 数列E 数列E　【撮影】 高1英語多読E前期 数列E

17:15～20:1513:15～16:15 17:15～20:15 9:15～12:15 13:15～16:15 17:15～20:15 13:15～16:15

数列D 指数・対数関数R　【撮影】 論理と図形D

9:15～12:15

高1化学9月入会講座

構造と結合の化学　【撮影】 高1英語多読F前期 数列D 数列D 英語多読多聴R前期

9:15～12:15

I3タームF3ターム G1ターム G2ターム G3ターム H2ターム H3ターム

数列D 数列D 数列E

数列D

D3ターム E1ターム E2ターム E3ターム

F1ターム F2ターム

A3ターム B3ターム C2ターム C3ターム D1ターム D2ターム
13:15～16:15 17:15～20:15 9:15～12:15 13:15～16:15 17:15～20:15

指数・対数関数S

論理と図形E　【撮影】

高1生のための数Ⅱ応用演習

17:15～20:15 17:15～20:15 13:15～16:15 17:15～20:15

空席状況

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

［授業の録画について］
　やむを得ず欠席された場合のフォローとして、対面で行っている代表クラス（同一レベルで１クラス。
　上記の表で【撮影】と記載のあるクラス）の実際の授業を録画し、１週間後を目途にＳＥＧオンライン
　（https://seg.aoi-for-school.com/）で配信します。

　・極力、黒板やホワイトボードと講師のみを撮影しますが、場合によっては生徒さんの顔や声が入る
　　可能性があります。
　・英語多読は外国人パートのみの配信となります（多読パートの配信はありません）。
　　また、双方向授業のため生徒さんの発言も授業の一部として配信します。

　※「ＪＭＯ（日本数学オリンピック）に挑戦！」、「英検対策講座」の録画・映像配信はありません。
　
　※欠席者用録画クラスの視聴期限は、
　　撮影タームによって右記のとおりです。

Ａ～Ｃターム Ｄ～Ｈターム
8/31（火） 9/30（木）

ﾀｰﾑ ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 講座名 講師 日程･時間帯
A3 53800 構造と結合の化学　高1化学9月入会講座 阿部 6日間 7/5(月)～10(土)

B3 53802 構造と結合の化学　高1化学9月入会講座 吉久 6日間 7/12(月)～17(土)

E2 71600 英検対策講座　準1級 岩瀬 4日間 8/2(月)～5(木)

E3 40810 高1生のための数Ⅱ応用演習　図形と式・三角関数　編 伴 4日間 8/2(月)～5(木)

F3 71510 Writing力養成・上級 福永 3日間 8/9(月休)～11(水) 17:15～19:15（120分）

G1 40812 高1生のための数Ⅱ応用演習　図形と式・三角関数　編 伴 4日間 8/16(月)～19(木)

H2 70560 JMO(日本数学オリンピック)に挑戦！ 北園 4日間 8/23(月)～26(木)

I3 71610 英検対策講座　2級 岩瀬 4日間 8/30(月)～9/2(木)

←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

41000 古川/Ross ←講師名

↑

クラスコード

の変則日程講座については、

左の変則日程・変則時間帯講座表で詳細をご確認ください。

←日程

高1英語多読F前期

A3ターム
17:15～20:15

7/6（火）～7/10（土）

◇日程別 講座一覧表 の見方

夏期講習申込受付スケジュール

5/25（火） ～ 5/31（月） 6/3（木） 6/4（金）

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～



2021年 ＳＥＧ　高１　夏期講習　講座日程表・料金表　Ver.2.0 対面授業の日程別 講座一覧は表面にございます。 高１　21/6/9　ＳＥＧ　ver.2.0　

◇対面授業 科目別 受講料・開講ターム一覧
開講ターム

科目 種別 講座名 受講料 A3 B3 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H2 H3 I3
数学 指定講習 数列E ¥23,900 ● ● ● ●

数列D ¥23,900 ● ● ● ● ● ● ●
指数・対数関数S ¥23,900 ● ●
指数・対数関数R ¥23,900 ● ●
論理と図形E ¥23,900 ● ● ● ●
論理と図形D ¥23,900 ● ● ● ● ● ● ● ●
図形と式S ¥23,900 ● ●
図形と式R ¥23,900 ● ● ●

特別講習 三角関数 ¥23,900 ● ●
高1生のための数Ⅱ応用演習　図形と式・三角関数　編 ¥19,700 ● ●
JMO(日本数学オリンピック)に挑戦！ ¥19,700 ●

英語 指定講習 高1英語多読F前期 ¥29,700 ● ● ● ● ● ● ●
高1英語多読E前期 ¥29,700 ● ● ● ● ● ●
高1英語多読D前期 ¥29,700 ● ● ● ● ● ●
英語多読多聴R前期 ¥29,700 ●
高1英語多読F後期 ¥29,700 ● ● ● ● ● ● ●
高1英語多読E後期 ¥29,700 ● ● ● ● ● ● ●
高1英語多読D後期 ¥29,700 ● ● ● ● ●
英語多読多聴R後期 ¥29,700 ●

特別講習 Writing力養成・上級 ¥10,400 ●
英検対策講座　準1級 ¥19,700 ●
英検対策講座　2級 ¥19,700 ●

新規生用 英語多読多聴入門 ¥29,700 ● ●
物理 指定講習 振り子の運動 ¥23,900 ●

静電気の力 ¥23,900 ●
新規生用 運動の法則と重力　高1物理9月入会講座 ¥23,900 ●

化学 指定講習 熱と反応速度の化学 ¥23,900 ● ●
平衡の化学 ¥23,900 ● ●

新規生用 構造と結合の化学　高1化学9月入会講座 ¥28,400 ● ●
◆受講料にはテキスト代・副教材費および消費税が含まれています。

◇オンライン授業 科目別 受講料・配信日程一覧

　（日程ごとのクラスコード・担当講師は表面の日程別講座一覧でご確認ください。）

空席状況

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

科目 種別
クラス
コード

講座名 受講料 担当講師
配信

ターム
配信

開始日
視聴期限

質問受付期限
郵送回数 申込期限

新規貸出
期限

最終返却
期限

数学 専用映像配信【オンラインのみ】 40820 数列（数学的帰納法） ¥5,700 青木亮 VBf 7/16（金）※1 8/31（火） - ※2 - -

英語 郵送 71950 英語多読郵送指導前期 ¥12,000 古川 MA - - 最大5回 7/5（月）※3 7/25(日) 8/1(日)

71955 英語多読郵送指導後期 ¥12,000 古川 ME - - 最大5回 7/31（土）※3 8/25(水) 9/1(水)

◆受講料にはテキスト代・副教材費および消費税が含まれています。

※1　17：00までに配信開始予定です。

※2　お申し込みから視聴可能になるまで最大5営業日かかります。余裕をもってお申し込みください。

※3　申込期限前でも、満席となり次第締切とさせていただきます。

 ◆英語多読郵送指導については、往復の郵送料は受講生負担となります。


