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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。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）

20011 北園 20031 佐藤太 30501 北園 20241 伴 20051 迎 20261 佐藤太 20071 小林純 20081 大賀 20291 栗原 21501 景山

20211 高野 20231 北園 21041 Paul/今井 20251 小林純 20461 小林純 20271 井上 20281 安川 21191 角倉/James

20212 光田 20232 迎 21141 Clarke/増田有 20252 大畑 21161 森田/Mike 21071 町田/David 20282 大畑 21192 James/角倉

21011 Tanya/菅原 20233 増田 21142 木澤/Nick 21051 Ben/横川 21261 Andre/森田 21171 David/町田 20481 小林純 71611 3/30～4/2 岩瀬

21111 菅原/Ross 21031 ※　古川/Jeremy 21341 David/高橋陽 21151 増田有/Clarke 21361 大芦/James 21371 Clarke/笹沼 21081 菅原/Ben

21112 大芦/Jeremy 21032 ※　古川/Mark 21441 高橋陽/David 21351 松野/Ed 71601 3/30～4/2 岩瀬 21181 Tanya/菅原

21311 Mike/篠崎 21131 Ed/田中佑 21451 Tanya/松野 21381 Nick/御手洗

21312 景山/Andre 21132 田中佑/James 21481 御手洗/Ferghal

21331 大芦/Ed

※C3タームの「中2英語多読D」の多読パートは合同で行います。

中2数学C1　平方根とその応用 中2数学C1　平方根とその応用 数学Extremeβ　難問に挑むということ

中2英語多読B1

中2数学B1　平方根とその応用 中2数学C1　平方根とその応用 中2数学C1　平方根とその応用 中2数学B1　平方根とその応用

中2数学B1　平方根とその応用 中2数学B1　平方根とその応用

中2数学B2　平方根とその応用 中2数学B2　平方根とその応用

　1次関数・幾何の証明

中2英語文法速習講座

中2数学B2　平方根とその応用 中2英語多読C1

中2英語多読D1 中2数学B1　平方根とその応用 中2数学X入会講座 中2数学B1　平方根とその応用 中2数学B1　平方根とその応用 中2英語多読C1

中2英語多読C1 中2英語多読D1 中2数学B2　平方根とその応用 中2英語多読C2　【増設】

中2数学C1　平方根とその応用 中2数学B1　平方根とその応用

1次関数・幾何の証明

中2英語多読D1 中2数学B3　平方根とその応用 中2英語多読C2　【増設】 中2英語多読D1 中2英語多読C（新規生用）1 中2英語多読C1 中2数学X入会講座 英検対策講座　2級

中2英語多読C1 中2英語多読D1 中2英語多読B1 中2英語多読C1 中2英語多読B1 中2英語多読B1 中2英語多読D1

17:15～20:15 17:15～20:15 10:00～16:00（45分休憩） 9:15～12:15 13:15～16:15

中2英語多読B1

英検対策講座　準1級 中2英語多読C1

中2英語多読B1 中2英語多読C1

中2英語多読C2 中2英語多読D2　【増設】 中2英語多読B（新規生用）1 中2英語多読B1

中2英語多読B（新規生用）1

3/24(火)～3/28(土) 3/30(月)～4/3(金)

13:15～16:15 17:15～20:15 17:15～20:15

F3ターム

3/9(月)～3/13(金) 3/16(月)～3/20(金祝) 3/22(日) 4/6(月)～4/9(木)

B3ターム C3ターム CTaターム E2ターム E3タームD1ターム D2ターム D3ターム E1ターム
17:15～20:15 9:15～12:15

中2英語多読B2　【増設】 中2英語多読C2 中2英語多読B（新規生用）1

←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

20011 北園 ←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。

中2数学C1　平方根とその応用

3/9(月)～3/13(金)

B3ターム

17:15～20:15

◇日程別 講座一覧表 の見方

春期講習申込受付スケジュール

1/22(水) ～ 1/28(火) 1/31(金) 2/1(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
CTa 30501 数学Extremeβ　難問に挑むということ 北園 1日間 3/22(日) 10:00～16:00(休憩45分含む)

E1 71601 英検対策講座　準1級 岩瀬 4日間 3/30(月)～4/2(木)

E3 71611 英検対策講座　2級 岩瀬 4日間 3/30(月)～4/2(木)

F3 21501 中2英語文法速習講座 景山 4日間 4/6(月)～4/9(木)

科目 種別 クラスコード 講座名 受講料
正会員
受講料

B3 C3 CTa D1 D2 D3 E1 E2 E3 F3

数学 指定講習 20000～099 中2数学C　平方根とその応用 ¥24,500 ¥23,500 ● ● ● ● ●
20200～299 中2数学B　平方根とその応用 ¥24,500 ¥23,500 ● ● ● ● ● ● ● ●
30500～599 数学Extremeβ　難問に挑むということ ¥10,100 ¥9,100 ●

新規生用 20400～499 中2数学X入会講座　1次関数・幾何の証明 ¥24,500 ¥23,500 ● ●
英語 指定講習 21000～099 中2英語多読D ¥33,000 ¥32,000 ● ● ● ● ● ●

21100～199 中2英語多読C ¥33,000 ¥32,000 ● ● ● ● ● ● ● ●
21300～399 中2英語多読B ¥33,000 ¥32,000 ● ● ● ● ● ● ●

新規生用 21200～299 中2英語多読C（新規生用） ¥33,000 ¥32,000 ●
21400～499 中2英語多読B（新規生用） ¥33,000 ¥32,000 ● ● ●

特別講習 21500～599 中2英語文法速習講座 ¥20,000 ¥19,000 ●
71600～609 英検対策講座　準1級 ¥19,900 ¥18,900 ●
71610～619 英検対策講座　2級 ¥19,900 ¥18,900 ●

◆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

空席状況

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


