
2020年 ＳＥＧ　中３　夏期講習　講座日程表 中３　20/6/27　SEG　ver.2.0　

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。

科目 種別 クラスコード 講座名 受講料
正会員
受講料

担当
講師

配信日程
（ターム）

金 土昼 土夜 月 火 水 木 G2

数学 指定講習 30000 図形と式D ¥24,400 ¥23,400 伴 VA5
30100 図形と式C ¥24,400 ¥23,400 岡本 VA5
30500～599 整数D ¥24,400 ¥23,400 ● ● ● ● ●
30600～699 整数C ¥24,400 ¥23,400 ● ● ● ● ● ● ●
30721 三角比 ¥24,400 ¥23,400 大賀 VA5 ※1

新規生用 30300 中3数学CD入会講座 ¥24,400 ¥23,400 大賀 VA5
英語 指定講習 31500～599 中3英語多読E ¥29,700 ¥28,700 ● ● ● ● ● ● ●

31600～699 中3英語多読D ¥29,700 ¥28,700 ● ● ● ● ● ● ●
31700～799 中3英語多読C ¥29,700 ¥28,700 ● ● ● ● ● ● ●
41800～899 英語多読多聴R ¥29,700 ¥28,700 ● ●

新規生用 41400～499 英語多読多聴入門 ¥21,100 ¥20,100 ※2
31801～899 中3英語多読CD編入講座(※3) ¥29,700 ¥28,700 ●

◆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。

※1　「三角比」は映像授業に加えて、8/4～9/1の毎週火曜日にZoomミーティングを実施します。
※2　「英語多読多聴入門」はOnline読書とZoomを使った授業となります。Zoom授業は7/31～8/28の毎週金曜日に実施します。
　　　Online読書システムへの登録のため、7/17(金)までにお申し込みください。
※3　パンフレットに記載されていない「中3英語多読CD編入講座」を新たに増設しました。
　 　　多読未経験の方を対象として多読の初期指導も行う講座です。

◇対面授業　曜日・時間・講師表

教室での対面授業・Zoomでの授業のいずれかの形式で実施します。いずれの場合も授業実施曜日・時間は変わりません。

の変則日程講座は、開講日数・時間・形式が異なります。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。

◇科目別 受講料・開講ターム一覧 対面授業実施曜日（ターム）

（詳細は以下の「対面授業　曜日・時間・講師表」でご確認ください。）

映像授業

曜日

月日
時間

整数D 整数D 整数D 整数D 整数D
30561 安永 30571 伴 30511 佐藤太 30521 古川 30541 大賀

整数C 整数C 整数C 整数C 整数C 整数C 整数C
30651 安川 30661 井上 30671 岡本 30611 井上 30621 金子 30631 北園 30641 光田

整数C
30612 光田

三角比
（Zoomミーティング）

30721 大賀

中3英語多読E 中3英語多読E 中3英語多読E 中3英語多読E 中3英語多読E 中3英語多読E 中3英語多読E

31551 古川/Ross 31561 里岡/Ferghal 31571 Jeremy/里岡 31511 Ross/町田 31521 吉江/Tanya 31531 Ross/町田 31541 Jeremy/古川

中3英語多読E 中3英語多読E
31552 Ross/古川 31572 里岡/James
中3英語多読D 中3英語多読D 中3英語多読D 中3英語多読D 中3英語多読D 中3英語多読D 中3英語多読D
31651 景山/RossM 31661 Ross/里岡 31671 Tim/木澤 31611 町田/Mark 31621 Andre/吉江 31631 御手洗/Andre 31641 大芦/David

中3英語多読D 中3英語多読D
31662 横川/Mark 31672 木澤/Ross

中3英語多読C 中3英語多読C 中3英語多読C 中3英語多読C 中3英語多読C 中3英語多読C 中3英語多読C
31751 Paul/景山 31761 Tim/大芦 31771 David/菅原 31711 RossM/篠崎 31721 Jeremy/石川明 31731 Tanya/御手洗 31741 David/石川明
英語多読多聴入門 英語多読多聴R 英語多読多聴R
41451 町田 41861 町田 41811 渡辺賢

水 木金

17:15～20:15
8/6～9/38/1～8/29

土昼 土夜 月 火
8/1～8/29

17:15～20:15 17:15～20:15 17:15～20:1517:15～20:15 14:00～17:00 17:40～20:40
8/3～8/31 8/4～9/1 8/5～9/27/31～8/28

◆映像授業配信開始日程　　※時間は目安です。前後する場合があります。

VA5
1日目分 7/3(金) 17:00
2日目分 7/3(金) 17:00
3日目分 7/3(金) 17:00
4日目分 7/10(金) 17:00
5日目分 7/17(金) 17:00

ﾀｰﾑ

月日
時間

中3英語多読CD編入講座

31801 古川/Ferghal

G2ターム
8/17(月)～8/21(金)

13:15～16:15

変則日程・変則時間帯講座表

曜日
ﾀｰﾑ

ｸﾗｽｺｰﾄﾞ 講座名 講師 日程･時間帯

火 30721 三角比 大賀
録画映像授業に加えて、Zoomを利用した映像授業の補足・フォローを行います。
Zoom実施日：8/4（火）・11（火）・18（火）・25（火）・9/1（火）　各日とも17:30～18:00

金 41451 英語多読多聴入門 町田
実施形式：Online読書とZoom授業
Zoom授業：7/31(金)・8/7(金)・14(金)・21(金)・28(金)　各日とも17:00～18:30

G2 31801 中3英語多読CD編入講座 古川/Ferghal 連続5日間　8/17(月)～8/21(金)　13:15～16:15


