
■【2022年度】新高２クラス通常授業曜日・時間・講師表（４～６月）
担当講師・クラス編成・撮影クラスは予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

※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ろの数字は枝番号です。

ver 3.0

開講期間：2022年4月9日（土）～7月1日（金）【全12週】（土曜日スタート）
曜日

月日

高2数学S1 【撮影】 高2数学G1 高2数学S1 高2数学G1 高2数学G1 高2数学M1 【撮影】 高2数学G1

50411 ● 佐藤達 50021 青木亮 50431 ● 木村浩 50041 木村浩 50051 大澤 50761 伴 50071 伴

高2数学R1 【撮影】 高2数学F1 高2数学R1 高2数学F1 高2数学F1 高2数学L1 高2数学F1 【撮影】

50511 ● 高野 50121 佐藤達 50531 ● 増田 50141 金子 50151 青木亮 50861 岡本 50171 岡本

高2英語多読G1 高2数学E1 高2数学M1 高2数学E1 高2数学E1 高2英語多読G1【撮影】 高2数学E1 【撮影】

51011 Ross/町田 50221 金子 50731 大澤 50241 栗原 50251 北園 51061 Mike/里岡 50271 木村浩

高2英語多読F1 高2英語多読G1 高2数学L1 【撮影】 高2英語多読G1 高2英語多読G1 高2英語多読F1【撮影】 高2英語多読G1

51111 町田/Mark 51021 Jeremy/菅原 50831 安川 51041 Jeremy/古川 51051 古川/Ross 51161 里岡/Mark 51071 Jeremy/里岡

高2英語多読Y1【撮影】 高2英語多読F1 高2英語多読G1 高2英語多読F1 高2英語多読F1 高2物理G1 高2英語多読F1

51311 ▲高橋陽*/岩瀬 51121 石川明/Andre 51031 町田/Ross 51141 大芦/Nick 51151 Ross/古川 52161 吉田 51171 里岡/James

高2物理H1 高2英語多読Z1【撮影】 高2英語多読F1 高2英語多読Z1 高2英語多読Z1 高2物理F1 高2物理G1

52011 吉田 51221 ▲村田*/渡辺卓 51131 Andre/御手洗 51241 ▲松木/石川明* 51251 ▲　景山*/小原 52261 椿 52171 野村

高2物理G1 高2英語多読Y1 高2英語多読Z1 高2英語多読Y1 高2英語多読Y1 高2化学H1 高2物理F1

52111 麓 51321 ▲渡辺卓/村田* 51231 ▲岩瀬*/福永 51341 ▲　景山*/松木 51351 ▲小原/高橋陽* 53061 阿部 52271 椿

高2物理F1 高2物理G1 高2英語多読Y1 高2化学G1 高2物理Z1

52211 舩越 52121 伊藤雅 51331 ▲福永/岩瀬* 53161 中山佳 52571 有川

高2物理F1 高2化学H1 高2化学F1

52221 佐々F 53031 阿部 53261 三上

高2化学G1 高2化学Z1

53131 三上 53561 吉久

高2化学F1 高2化学Y1

53231 川原 53661 樋口

● 「高2数学RS」コースは８月（夏期後期）より理系専用コースとなり、文系の方は「高2数学LM」コースに合流します。
「高2数学LM」コースの開講曜日は水、土昼のためご注意ください。

▲ 「高2英語多読YZ」　講師名に「*」の付いている講師が英語多読パートを担当します。

オンライン授業映像配信日程

       各日17:00までに配信開始予定です。

英語多読郵送指導貸出期間

4/9～6/254/11～6/27 4/12～6/28 4/13～6/29 4/14～6/30 4/15～7/1 4/9～6/25

2022年5月28日現在

月 火 水 木 金 土昼 土夜

高２クラス授業時間

科目 期間 月～金 土昼 土夜

4-6月 17:15-20:15 14:00-17:00 17:40-20:40

9-11月 17:15-20:30 13:45-17:00 17:40-20:55

1-2月 17:00-20:30 13:30-17:00 17:40-21:10

英語多読
4-6月
9-11月
1-2月

17:05-20:25 13:50-17:10 17:30-20:50

数学
物理
化学

学期 コード 講座名 講師名 1講目 2講目 3講目 4講目 5講目 6講目 視聴期限

Ⅰ期 50901 高2数学VG 岡本 4/9(土) 4/16(土) 4/23(土) 4/30(土) 5/7(土) 5/14(土) 6/8(水)

Ⅱ期 50901 高2数学VG 岡本 5/21(土) 5/28(土) 6/4(土) 6/11(土) 6/18(土) 6/25(土) 7/20(水)

学期 コード 講座名 講師名 貸出期間 申込期限 新規貸出期限 最終返却期限

Ⅰ期 71501 英語多読郵送指導 古川 4/4(月)～5/23(月) 4/8(金) 5/13(金) 5/23(月) 最大５回貸出

Ⅱ期 71501 英語多読郵送指導 古川 5/16(月)～7/4(月) 5/20(金) 6/25(土) 7/4(月) 最大５回貸出

【授業の録画について】

　やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の映像をＳＥＧオンライン

　(https://seg.aoi-for-school.com/)で配信します。

　数学：高2数学Gは、事前に作成した専用映像を毎週土曜日に公開します。

        高2数学E/F/R/S/L/Mは、対面で行う代表クラス（同一レベルで１クラス。上の表で【撮影】

　　　　と記載のあるクラス）の実際の授業を録画し、授業日の翌日中（翌日が日曜日の場合は翌月曜日中）

        に配信する予定です。

　英語多読：対面授業で行う外国人パート・精読パートの代表クラス（同一レベルで１クラス。上の表で

　　　　　　【撮影】と記載のあるクラス）の実際の授業を録画し、授業日の翌日中（翌日が日曜日の場合

　　　　　　は翌月曜日中）に配信する予定です。多読パートの映像配信はありません。極力、黒板やホワ

            イトボードと講師のみを撮影しますが、場合によっては生徒さんの顔や声が入る可能性があり

　　　　　　ます。また、双方向授業のため生徒さんの発言も授業の一部として配信します。

　物理・化学：対面で行う全てのクラスの実際の授業を録画し、授業日の翌日中（翌日が日曜日の場

              合は翌月曜日中）に配信する予定です。

　※撮影クラスは予告なく変更となる場合があります。

　※全科目、公開後４週間視聴可能です。


