
Ⅰ期受講生の皆様・保護者様 

2020 年 4月 21 日 

(株)エスイージー 

映像授業・通信授業の実施方法のお知らせ 

4-6 月期第１週（4/24(金)～30(木)）・第２週（5/1(金)～7(木)）の授業は、インターネット

上での映像授業・通信授業で実施いたします。授業の実施方法について、以下の通りご案内申し

上げます（全７ページ）。教室での対面授業中止を受けて急遽準備を行ったため、ご案内が直前

となりましたことをお詫び申し上げます。また、最善は尽くしておりますが、いずれの授業形式

についても公開当初は不具合等が生じる可能性があります。公開以降、改善を続けて参りますの

で、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

数学・物理・化学 

映像授業の配信を行います。 

配信サイト URL : https://seg.aoi-for-school.com/ 

※5/8(金)以降、対面授業が再開できない場合、 

中 1～中 3数学では映像授業の配信と併せて、Zoom を利用して

の担当講師によるフォローを実施予定です。 

英語

多読

多読指導 

多読オンラインシステム「eSTATION」を使用します。 

使用方法は映像授業で説明するほか、

https://www.seg.co.jp/tadoku/How_to_use_eSTATION-200419.pdf

でご案内します。１週目の課題図書をご確認ください。２週目以降、

学年・レベルに応じて順次「Oxford Reading Club」「X-reading」

「Renaissance myON」 

も併用します。 

一斉読み・英作文・

リスニング 

映像授業の配信 

配信サイト URL : https://seg.aoi-for-school.com/

外国人パート Zoom による通信授業 

精読パート（高

2YZ・受験多読） 

映像授業の配信 

配信サイト URL : https://seg.aoi-for-school.com/



授業動画配信サイト（https://seg.aoi-for-school.com/）について 

配信開始日 ：4/24(金) 

対象学年 中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３(受験)

開始時間 12：30 13：00 13：30 14：00 14：30 15：00 

ID とパスワード ：SEG MyPage の「テキスト本問解答」ページでご案内しています。 

   初回ログイン後、必ずパスワード変更をお願いいたします。 

配信期間 :第１週の内容は 4/24（金）～5/7（木）、 第２週の内容は 5/1（金）～5/14

（木）の各２週間となりますので、早めにご視聴ください。 

録画映像の配信ですので、ご覧いただく時間帯は自由です。   

映像は、板書を用いた授業を撮影し配信します。スマートフォンの画面では、読みにくいです。

パソコン、タブレットでの視聴をおすすめします。 

※ID・パスワードは決して第三者に教えないようご注意ください。 

※視聴のための通信料はお客様のご負担となります。容量無制限プランでの視聴をお奨めします。 

※ID・パスワードの共有など、不正利用をされた方は、退会していただく場合があります。 

多読で使用するオンライン読書システムについて 

どの読書システムについても、授業動画の中で使用方法を説明します。また、SEG で料金を負担

しますので、追加のお支払いは不要です。 

●eSTATION 英語多読の森（https://est-school.com/login/index.php） 

4/24(金)午前０時から、インターネットを利用した On Line 多読 「eStation:多読の森」が利

用可能となります。詳細はこちら https://www.seg.co.jp/tadoku/Osusumeyosho-esta.html をご

覧ください 

※初期のクラスは、4/20(月)時点で登録のクラスとなります。それ以後に登録・クラス変更の場

合、登録クラスの情報が読書システムに反映されるのには、１週間程度かかります。 

●Oxford Reading Club（https://www.oxfordreadingclub.jp/） 

事前に、会員あるいは保護者の方にオンライン読書配信会社のシステムに登録していただくこと

が必要です。中 1多読 ABC/中 2多読 BCD/多読多聴 Rの方には、SEG MyPage の「テキスト本問解

答」ページに登録方法をご案内していますのでご確認のうえご登録をお願いいたします。 



ご登録後、１週間以内に利用チケットが発行され利用できるようになります。1週間経っても発

行されない場合は、担当講師にご連絡ください。 

●X-Reading 

5/1(金)午前０時から、利用可能です。使い方は、2週目以降の多読の動画授業で解説します。 

（多読のホームページ： https://www.seg.co.jp/tadoku/  でも案内予定です） 

●Renaissance myON 

5/8(金)午前０時から、利用可能です。使い方は、3週目以降の多読の動画授業で解説します。 

（多読のホームページ： https://www.seg.co.jp/tadoku/  でも案内予定です） 

ID とパスワード ：SEG MyPage の「テキスト本問解答」ページでご案内しています。 

   初回ログイン後、必ずパスワード変更をお願いいたします。 

※ID・パスワードは決して第三者に教えないようご注意ください。 

※視聴のための通信料はお客様のご負担となります。容量無制限プランでの視聴をお奨めします。 

※ID・パスワードの共有など、不正利用をされた方は、退会していただく場合があります。 

＜第１週目課題図書＞ 

https://www.seg.co.jp/tadoku/Osusumeyosho-esta.html で最初の週の課題図書を、紹介して

います。１週目は、課題図書を中心に読んでください。 

＜参考＞ 

おすすめ洋書    https://www.seg.co.jp/tadoku/Osusumeyosho.html 

おすすめ動画サイト https://www.seg.co.jp/tadoku/Osusumedoga.html 

もご利用ください。 

第３週(5/8-5/14)以降、教室での対面授業が再開できない場合には，オンライン読書システムお

よび、「一斉読み解説動画配信」＋「Zoom での多読指導(20-30 分)」＋「メールを通じての多読

個別指導」で、多読指導を再開します。 



Zoom による通信授業ついて（英語多読外国人パート） 

参加には、Zoom のミーティング ID とパスワードが必要です。 

SEG MyPage の「テキスト本問解答」ページで、ミーティング ID とパスワードをお知らせしてい

ます。 

授業開始定刻までに、指定されたミーティングにアクセスしてご準備ください。 

Zoom のアカウントは不要ですが、生徒様ご本人のお名前でご参加ください。 

Zoom の授業には、スマートフォンでも参加可能です。パソコン、タブレットで参加される方は、

マイク・イヤホンで映像・音声の受発信が可能かどうか、事前に設定・設備をご確認ください。 

スカイプ、Zoom、LINE 等、インターネットビデオ通話機能のあるソフトで、映像・音声が受発

信できるかどうか、ご確認ください。 

途中休憩を挟んで、８０分の授業となりますので、事前にフル充電して、ご受講ください。 

ご登録クラス以外への参加はお断りすることがあります。 

個人情報保護の観点から Zoom 授業の録画配信は行いません。実施時間に参加できない場合に録

画映像の提供はできませんので、予めご了承ください。また、授業参加時の映像録画は禁止とさ

せていただきますので、ご了承ください。 

第３週以降［5/8（金）～5/14（木）］以降、１学期最終週［第 12 週 7/10（金）～16（木）］

まで、登塾が不可能な状況が続く場合には、Zoom の新たなミーティング ID とパスワードを個別

にメールでお知らせしますので、メールアドレスを必ずご登録ください。 

Zoom 参加方法 

Zoom の参加方法は、https://zoom.us/jp-jp/resources.html に動画で紹介されていますが簡単

にご案内いたします。また、マイクやイヤホンの接続については、以下に詳しく紹介されていま

す。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362283-コンピューター-デバイスオーディ

オに参加またはテストするにはどうすればよいですか-?

(1)事前に https://zoom.us/download#client_4meeting から 

  Zoom アプリをダウンロードしてください。 

 （ＰＣの場合は、「ミーティング用 Zoom クライアント」 

  スマートフォン・タブレットの場合は「Zoom モバイルアプリ」） 

(2)音声が流れますので、イヤホン等をご利用の場合は予めご準備ください。 



(3)Zoom アプリを開いて、「ミーティングに参加」を押してください。 

(4)SEG MyPage「テキスト本問解答」に掲載のミーティングIDとパスワードを入力してください。 

  「自分のビデオをオフにする」にチェックを入れて参加ボタンを押してください。 

  （「「オーディオに接続しない」にはチェックを入れないでください。） 

教材について 

テキストは 4/17（金）に発送いたしました。詳細は、https://www.seg.co.jp/notice/9929/

をご覧ください。 

映像授業視聴に必要なプリントは SEG MyPage の「テキスト本問解答」に各週木曜日中にアップ

します。授業視聴前にダウンロードしてください。 

また、必要に応じて各クラスの担当講師よりメールでプリント等の提供を行います。 

授業内容の質問について 

①春期講習の内容について 

質問のある方は、4/17(金)～4/23(木)に、shitsumon@seg.co.jp のアドレスに、科目によらず

メールしてください。１週間以内に返答させていだきます。 

なお、返答は、原則各科目の主任講師からとなります。 

②１学期以降の内容について 

各担当講師のメールアドレスを、4/24（金）に、SEG MyPage の「テキスト本問解答」ページで

公開します。授業内容についてのご質問は、4/24（金）以降に、講師に直接メールでお願いしま

す。 

宿題等の添削は毎回はできませんが、宿題をやったかどうかのチェックは、適宜講師からのメー

ル等でさせていただきます。 

宿題やテキストの問題の別解をチェックして欲しい、自分の答えのどこが違うのか分からない、

解説の意味が分からない、チャレンジ問題を解いたのをチェックして欲しい etc. 遠慮なく、

講師宛にメールをしてください。 

①②とも、メールには、必ず、受講クラス・会員番号・氏名を記載してください。 



個人情報の利用について 

 氏名およびメールアドレスは、SEG および担当講師が管理し、生徒への連絡や補助プリントの

メール送信、メーリングリスト、クラス掲示板の作成のために使用します。 

第３週（5/8(金)～）以降の授業について 

第３週［5/8（金）～5/14（木）］以降、１学期最終週［第 12 週 7/10（金）～16（木）］まで、

登塾が不可能な状況が続く場合には、インターネット授業配信、Zoom による質問・相談、メー

ル・メーリングリストでの質問と回答を、組み合わせて、より工夫した形で続けます。 

組み合わせは、学年・科目により異なる可能性があります。 

5/1（金）頃に、ホームページの「お知らせ」で詳細をお知らせします。 



※推奨環境 

いずれもインターネット環境は有線 LAN または 無線（4G/LTE）を推奨します。

（１）授業動画配信サイト（https://seg.aoi-for-school.com/） 

パソコン 

●Windows 環境  

 OS Windows 8.1, Windows 10  

 ブラウザ Google Chrome / Firefox / Microsoft Edge(いずれも最新版)  

●macOS 環境  

 OS macOS X  

 ブラウザ Google Chrome / Safari / Firefox (いずれも最新版) 

※ただし上記環境範囲内であっても、OS とブラウザの組み合わせ等ご利用環境によっ

ては、一部表示不具合やサービスがご利用になれない場合がございます。 

（２）オンライン多読システム 

●Windows 環境 

Windows 10、Windows 8 または 8.1 

●Mac 環境 

MacOS 10.7 以降を搭載の Mac OS X 

●タブレット 

Win 8.1 を搭載した Surface PRO 2、Win 10 を搭載した Surface PRO 3、iOS と Android デ

バイス 

（３）Zoom 

Zoomの推奨環境はhttps://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023でご確認ください。 


