
2018年 ＳＥＧ　中３　夏期講習　講座日程表　Ver.5.0 中３　18/7/13　SEG　ver.5.0　

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。

の変則日程講座は、開講日数が異なります。

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）

30000 岡本 30103 井上 30002 伴 30106 増田 30004 佐藤太 30300 大賀 30006 小林純 30008 大賀 30114 安永

30100 井上 30104 井上 31104 Mike/松野 30108 岡本 31008 Andre/古川 30110 光田 30112 光田 30500 佐藤太

30102 迎 31004 今井/Paul 31006 Nick/松野 31108 横川/James 31010 Ed/町田 30910 増田 30600 増田

31002 Mark/斉藤大 31102 Nick/斉藤大 31106 David/篠崎 41300 町田 31110 Mike/景山 31112 Martin/松野 31114 Daniel/古市

31100 大芦/Andre 31103 町田/Ferghal 31204 篠崎/Ferghal 31206 大芦/Ed 31300 町田/Nick 75652 松田

31200 Daniel/石井 31202 Ed/高松 41400 町田 31500 横川/Ed

75650 松田 31203 Mike/高橋陽 71600 池田 71630 池田

30602 迎 30604 井上 30502 伴 31506 Ross/町田 30302 大賀 30608 岡本 30610 井上 30506 大賀 30612 光田 30508 岡本 30614 光田

30900　8/6～9（4日間）　　 岡本 31600 Ross/松野 30606 安永 31604 Martin/今井 30504 小林純 31608 横川/Jeremy 30902　8/20～23（4日間）　　 伴 31610 Mark/斉藤大 30702 高野 31510 Mark/横川

31302 Tim/新田 31700 Nick/篠崎 30700 大賀 31702 Ed/松野 31606 松野/Mark 41800 町田 41402 渡辺賢 31508 James/斉藤大 31614 Andre/景山

31502 Mike/古川 41302 渡辺賢 31504 Nick/横川 70560　8/20～23(4日間)　 岡本 71610 池田 31612 斉藤大/James 31706 石井/Andre

71620 池田 31602 篠崎/Nick 31704 David/大芦 75655 松田

75654 松田

～日本語の速読訓練です～

速読による能力訓練　【増設】

G2ターム G3ターム H1ターム
13:15～16:15 17:15～20:15

英検対策講座　準1級

中3英語多読E後期

9:15～12:15
整数D 整数C 整数D

中3英語多読D後期 三角比

中3英語多読D後期JMO(日本数学オリンピック)に挑戦！

7/10(火)～7/14(土)

図形と式D 図形と式D 図形と式C

整数C 整数C

H3ターム

英語多読多聴入門

図形と式D 図形と式D

中3英語多読D前期

図形と式C

D3ターム

E1ターム

中3数学CD入会講座 図形と式D

C2ターム C3ターム D1ターム D2ターム
9:15～12:15 13:15～16:15

A3ターム B3ターム C1ターム

図形と式C 中3英語多読E前期 図形と式C 図形と式C

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

整数D

中3生のための数Ⅰ数Ａ応用演習Ⅰ

整数C

整数D 中3英語多読D後期 中3生のための数Ⅰ数Ａ応用演習Ⅰ

中3英語多読D後期

図形と式C 図形と式C

図形と式C 中3英語多読E前期 中3英語多読E前期 確率と期待値 整数C

中3英語多読CDプラス 中3英語多読C後期 三角比 中3英語多読C後期

中3英語多読D後期

整数C 整数D

中3英語多読D前期 中3英語多読D前期　【講師変更】

中3英語多読E後期

中3英語多読D前期

整数C 中3英語多読D後期

中3英語多読E前期

中3英語多読D前期 中3英語多読D前期 英語多読多聴R前期 中3英語多読D前期

F2ターム F3ターム G1ターム
13:15～16:15 17:15～20:15 9:15～12:15

中3数学CD入会講座

中3英語多読E前期

中3英語多読C前期

中3英語多読C前期 中3英語多読C前期

英検対策講座　2級 中3英語多読D後期

中3英語多読E後期 整数C

中3英語多読D前期　【増設】

英検対策講座　1級

英語多読多聴R前期

～日本語の速読訓練です～

速読による能力訓練 中3英語多読C前期　【増設】

　～日本語の速読訓練です～

英検対策講座　準2級

速読による能力訓練

8/27(月)～8/31(金)

H2ターム
13:15～16:15

中3英語多読C後期

中3英語多読E後期

中3英語多読D後期

中3英語多読C後期

中3英語多読E後期

17:15～20:15

英語多読多聴R後期 英語多読多聴入門

7/23(月)～7/27(金) 7/30(月)～8/3(金)

8/6(月)～8/10(金) 8/13(月)～8/17(金) 8/20(月)～8/24(金)

～2次関数・場合の数　編～ ～2次関数・場合の数　編～

～日本語の速読訓練です～

17:15～20:15

9:15～12:15 13:15～16:15 17:15～20:15

E3ターム F1タームE2ターム
9:15～12:15

中3英語多読CDプラス 速読による能力訓練　

中3英語多読E後期中3英語多読C前期

中3英語多読D前期

7/17(火)～7/21(土)

B2ターム
13:15～16:15

図形と式C　【増設】

←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

30000 岡本 ←講師名

↑

クラスコード

図形と式D

7/10(火)～7/14(土)

A3ターム

17:15～20:15

◇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

5/30（水） ～ 6/5（火） 6/8（金） 6/9（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
10：00～

クラスコード 講座名 受講料
正会員
受講料

A3 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 E3 F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3

30000～099 図形と式D ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ●
30100～199 図形と式C ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ● ● ● ●
30300～399 中3数学CD入会講座 ¥23,600 ¥22,600 ● ●
30500～599 整数D ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ●
30600～699 整数C ¥23,600 ¥22,600 ● ● ● ● ● ● ● ●
30700～799 三角比 ¥23,600 ¥22,600 ● ●
30900～909 中3生のための数Ⅰ数Ａ応用演習Ⅰ～2次関数・場合の数　編～ ¥19,300 ¥18,300 ● ●
30910～919 確率と期待値 ¥23,600 ¥22,600 ●
31000～099 中3英語多読E前期 ¥28,800 ¥27,800 ● ● ● ● ●
31100～199 中3英語多読D前期 ¥28,800 ¥27,800 ● ● ● ● ● ● ● ●
31200～299 中3英語多読C前期 ¥28,800 ¥27,800 ● ● ● ●
31300～399 中3英語多読CDプラス ¥28,800 ¥27,800 ● ●
31500～599 中3英語多読E後期 ¥28,800 ¥27,800 ● ● ● ● ● ●
31600～699 中3英語多読D後期 ¥28,800 ¥27,800 ● ● ● ● ● ● ● ●
31700～799 中3英語多読C後期 ¥28,800 ¥27,800 ● ● ● ●
41300～399 英語多読多聴R前期 ¥28,800 ¥27,800 ● ●
41400～499 英語多読多聴入門 ¥28,800 ¥27,800 ● ●
41800～899 英語多読多聴R後期 ¥28,800 ¥27,800 ●
70560～569 JMO(日本数学オリンピック)に挑戦！ ¥19,300 ¥18,300 ●
71600～609 英検対策講座　1級 ¥23,600 ¥22,600 ●
71610～619 英検対策講座　準1級 ¥23,600 ¥22,600 ●
71620～629 英検対策講座　2級 ¥23,600 ¥22,600 ●
71630～639 英検対策講座　準2級 ¥23,600 ¥22,600 ●
75650～659 速読による能力訓練　～日本語の速読訓練です～ ¥28,700 ¥27,700 ● ● ● ●

◆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。

◇科目別 受講料・開講ターム一覧
開講ターム

特別
講習

英語

数学


