
2020年 ＳＥＧ　高２　冬期講習　講座日程表　Ver.1.0 高２　20/9/24　ＳＥＧ　ver.1.0　　

◆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）

月 火 水 木 金 土昼 土夜
変則
日程

数学 指定講習 50000～099 高2受験数学理系H　確率・数列 ¥19,900 ¥18,900 ● ● ● ●

50100～199 高2受験数学理系G　確率・数列 ¥19,900 ¥18,900 ● ● ● ● ●

50200～299 高2受験数学理系F　確率・数列 ¥19,900 ¥18,900 ● ● ● ● ●

50400～499 高2受験数学文系M　整数 ¥19,900 ¥18,900 ● ●

50500～599 高2受験数学文系L　整数 ¥19,900 ¥18,900 ● ●

特別講習 40840 数列 ¥24,400 ¥23,400 金子 VB

40850 平面ベクトル ¥19,900 ¥18,900 栗原 VB

50800 数学論理克服講座β（映像授業） ¥19,900 ¥18,900 金子 VB

50802～809 数学論理克服講座β（対面授業） ¥19,900 ¥18,900 F3

50810 数学論理克服講座α（映像授業） ¥19,900 ¥18,900 大澤 VB

50812～819 数学論理克服講座α（対面授業） ¥19,900 ¥18,900 F3

50820 数Ⅲ微積分講義Ⅰ ¥33,300 ¥32,300 内山 VB

50825 数Ⅲ微積分講義Ⅱ ¥24,400 ¥23,400 内山 VB

50830 2次曲線 2日間 ¥10,500 ¥10,000 佐藤達 VB

50840 複素数と図形 ¥19,900 ¥18,900 千葉 VB

50850 数Ⅲ積分の探求 ¥10,500 ¥10,000 佐藤達 VB

70550～559 JMO（日本数学オリンピック）一次予選対策演習 ¥14,900 ¥14,400 日

英語 指定講習 51000～099 高2英語多読G ¥25,100 ¥24,100 ● ● ● ● ●

51100～199 高2英語多読F ¥25,100 ¥24,100 ● ● ● ● ●

51200～299 高2英語多読Z ¥25,100 ¥24,100 ● ● ●

51300～399 高2英語多読Y ¥25,100 ¥24,100 ● ● ● ● ●

物理 指定講習 52000～099 直流回路H ¥19,900 ¥18,900 ●

52100～199 直流回路G ¥19,900 ¥18,900 ● ● ●

52200～299 直流回路F ¥19,900 ¥18,900 ● ● ●

52500～599 高2物理Z基礎演習　熱力学・波動 ¥19,900 ¥18,900 ●

化学 指定講習 53000～099 有機化学講義ⅠH ¥19,900 ¥18,900 ●

53100～199 有機化学講義ⅠFG ¥19,900 ¥18,900 ● ●

53500～599 無機理論融合演習Z ¥19,900 ¥18,900 ●

53600～699 無機理論融合演習Y ¥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。
※木曜の「直流回路」はFレベルとGレベルの合同クラスです。

◇科目別 受講料・開講ターム一覧
映像授業

※

対面授業実施曜日（ターム）

（詳細は右の「対面授業　曜日・時間・講師表」でご確認ください。）

10/12(月)

正会員 優先予約受付開始

10/19（月）

一般生 申込受付開始

◇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

-
51000

～
51399

高2英語多読G
高2英語多読F
高2英語多読Z
高2英語多読Y

-

200分授業
月～金　17：05～20：25
土昼　　 13：50～17：10
土夜　　 17：30～20：50

日 70550 JMO（日本数学オリンピック）一次予選対策演習 青木亮 3日間　11/29（日）・12/6（日）・12/13（日） 9：15～12：15（180分）

F3 50802 数学論理克服講座β 大澤 4日間　1/4（月）～1/7（木） 17：15～20：15（180分）

F3 50812 数学論理克服講座α 安川 4日間　1/4（月）～1/7（木） 17：15～20：15（180分）

◇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。

曜日

月日
時間

高2英語多読Y 高2受験数学理系H　 高2受験数学理系G　 高2受験数学理系H　 高2受験数学理系H　 高2受験数学文系M　整数 高2受験数学理系H　
確率・数列 確率・数列 確率・数列 確率・数列 確率・数列

51311 岩瀬/岩瀬 50021 岡本 50131 佐藤達 50041 金子 50051 大澤 50461 伴 50071 青木亮
高2物理Z基礎演習 高2受験数学理系G　 高2受験数学理系F　 高2受験数学理系G　 高2受験数学理系G　 高2受験数学文系L　整数 高2受験数学理系G　

熱力学・波動 確率・数列 確率・数列 確率・数列 確率・数列 確率・数列
52511 有川 50121 佐藤達 50231 増田 50141 青木亮 50151 岡本 50561 千葉 50171 大澤

高2受験数学理系F　 高2受験数学文系M　整数 高2受験数学理系F　 高2受験数学理系G　 高2英語多読G 高2受験数学理系F　
確率・数列 確率・数列 確率・数列 確率・数列

50221 安永 50431 大澤 50241 高野 50152 木村浩 51061 Mike/松野 50271 寺町
高2英語多読G 高2受験数学文系L　整数 高2英語多読G 高2受験数学理系F　 高2英語多読F 高2英語多読G

確率・数列
51021 菅原/Ben 50531 安川 51041 菅原/Ben 50251 千葉 51161 松野/James 51071 松野/Jeremy
高2英語多読F 高2英語多読G 高2英語多読F 高2受験数学理系F　 直流回路G 高2英語多読F

確率・数列
51121 Ferghal/菅原 51031 Mark/古川 51141 松野/Jeremy 50252 高野 52161 吉田 51171 Mike/松野
高2英語多読Z 高2英語多読F 高2英語多読Z 高2英語多読Z 直流回路F 直流回路G

51221 村田/福永 51131 町田/Ben 51241 岩瀬/松野 51251 高橋陽/小原 52261 椿 52171 野村
高2英語多読Y 高2英語多読Y 高2英語多読Y 高2英語多読Y 有機化学講義ⅠFG 直流回路F

51321 福永/村田 51331 岩瀬/岩瀬 51341 町田/岩瀬 51351 小原/高橋陽 53161 阿部 52271 椿
直流回路G 有機化学講義ⅠH 直流回路H 有機化学講義ⅠFG

52121 伊藤雅 53031 阿部 52041 吉田 53162 三上
直流回路F 有機化学講義ⅠFG 直流回路FG　※ 無機理論融合演習Z

52221 佐々F 53131 麓 52241 舩越 53561 吉久
有機化学講義ⅠFG 無機理論融合演習Y

53132 川原 53661 麓

※木曜の「直流回路FG」はFレベルとGレベルの合同クラスです。

曜日
ターム
月日
時間

一次予選対策演習

70550 青木亮 50802 大澤
数学論理克服講座α

50812 安川

日
11/29・12/6・12/13

9:15～12:15
JMO（日本数学オリンピック）

F3
1/4(月)～7(木)
17:15～20:15

数学論理克服講座β

14:00～17:00 17:40～20:40
11/30～12/21 12/1～12/22 12/4～12/25 12/5～12/26 12/5～12/26
17:15～20:15 17:15～20:15 17:15～20:15 17:15～20:15

12/2～12/23 12/3～12/24
17:15～20:15

木 金 土昼 土夜月 火 水

VB
全日程 11/30(月) 17:00

＊視聴期限は1/31（日）です（「数Ⅲ微積分講義Ⅰ/Ⅱ」は2/28（日）まで視聴可能です）。

◇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。


