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自習室・図書室自習室・図書室自習室・図書室自習室・図書室 （ Ｔ教室 ２階 ） ＳＥＧ人事庶務

チューター室チューター室チューター室チューター室 （ Ｔ教室 １階 ）

： 講習受講のタームのみのみのみのみ　　　　（該当タームの講習受講票該当タームの講習受講票該当タームの講習受講票該当タームの講習受講票をご提示ください）

： 夏期講習、または ９月以降の通常授業受講者

         （夏期講習、または Ⅲ期の受講票夏期講習、または Ⅲ期の受講票夏期講習、または Ⅲ期の受講票夏期講習、または Ⅲ期の受講票をご提示ください）

　＊自習室利用の注意事項

講習時は自習室が大変混み合います。途中外出は、４０分以内にお戻りください。講習時は自習室が大変混み合います。途中外出は、４０分以内にお戻りください。講習時は自習室が大変混み合います。途中外出は、４０分以内にお戻りください。講習時は自習室が大変混み合います。途中外出は、４０分以内にお戻りください。

※４０分以上席を空ける場合は、一度お荷物を持って退出してください。

＜４０分以上空席の場合は、座席番号を回収させていただきます＞

自習室・図書室自習室・図書室自習室・図書室自習室・図書室 チューター室チューター室チューター室チューター室 自習室・図書室自習室・図書室自習室・図書室自習室・図書室 チューター室チューター室チューター室チューター室

7月7月7月7月 1111 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室 閉室閉室閉室閉室 8月8月8月8月 1111 (((( 水水水水 ))))

　★7/3(月）,4(火)は清掃と社内行事のため、8/26（土）は試験のため自習室は閉室します。　　★7/3(月）,4(火)は清掃と社内行事のため、8/26（土）は試験のため自習室は閉室します。　　★7/3(月）,4(火)は清掃と社内行事のため、8/26（土）は試験のため自習室は閉室します。　　★7/3(月）,4(火)は清掃と社内行事のため、8/26（土）は試験のため自習室は閉室します。　2222 (((( 月月月月 )))) 11:00～21:0011:00～21:0011:00～21:0011:00～21:00 16:00～19:0016:00～19:0016:00～19:0016:00～19:00 2222 (((( 木木木木 ))))

7月7月7月7月★★★★ 3333 (((( 火火火火 )))) 3333 (((( 金金金金 ))))

7月7月7月7月★★★★ 4444 (((( 水水水水 )))) 4444 (((( 土土土土 ))))

5555 (((( 木木木木 )))) 5555 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室

6666 (((( 金金金金 )))) 6666 (((( 月月月月 ))))

7777 (((( 土土土土 )))) 7777 (((( 火火火火 ))))

8888 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室 8888 (((( 水水水水 ))))

9999 (((( 月月月月 )))) 9999 (((( 木木木木 ))))

10101010 (((( 火火火火 )))) 10101010 (((( 金金金金 ))))

11111111 (((( 水水水水 )))) 11111111 (((( 土土土土 ))))

12121212 (((( 木木木木 )))) 12121212 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室

13131313 (((( 金金金金 )))) 13131313 (((( 月月月月 ))))

14141414 (((( 土土土土 )))) 14141414 (((( 火火火火 ))))

15151515 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室 15151515 (((( 水水水水 ))))

16161616 (((( 月月月月 )))) 16161616 (((( 木木木木 ))))

17171717 (((( 火火火火 )))) 17171717 (((( 金金金金 ))))

18181818 (((( 水水水水 )))) 18181818 (((( 土土土土 ))))

19191919 (((( 木木木木 )))) 19191919 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室

20202020 (((( 金金金金 )))) 　　　　 20202020 (((( 月月月月 ))))

21212121 (((( 土土土土 )))) 21212121 (((( 火火火火 ))))

・・・・・・・・・・・・ 22222222 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室 閉室閉室閉室閉室 22222222 (((( 水水水水 ))))

23232323 (((( 月月月月 )))) 23232323 (((( 木木木木 ))))

24242424 (((( 火火火火 )))) 24242424 (((( 金金金金 ))))

25252525 (((( 水水水水 )))) ★★★★ 25252525 (((( 土土土土 ))))

26262626 (((( 木木木木 )))) 26262626 (((( 日日日日 ))))

27272727 (((( 金金金金 )))) 　　　　 27272727 (((( 月月月月 ))))

28282828 (((( 土土土土 )))) 28282828 (((( 火火火火 ))))

29292929 (((( 日日日日 )))) 閉室閉室閉室閉室 29292929 (((( 水水水水 ))))

30303030 (((( 月月月月 )))) 30303030 (((( 木木木木 ))))

31313131 (((( 火火火火 )))) 31313131 (((( 金金金金 ))))

ご注意ご注意ご注意ご注意

  ※7/23(月)～8/24(金)の間は、自習室を10:00から開室します。  ※7/23(月)～8/24(金)の間は、自習室を10:00から開室します。  ※7/23(月)～8/24(金)の間は、自習室を10:00から開室します。  ※7/23(月)～8/24(金)の間は、自習室を10:00から開室します。

　★　★　★　★7/3(火），4(水)は清掃と社内行事のため、8/25（土）は試験のため自習室は閉室します。7/3(火），4(水)は清掃と社内行事のため、8/25（土）は試験のため自習室は閉室します。7/3(火），4(水)は清掃と社内行事のため、8/25（土）は試験のため自習室は閉室します。7/3(火），4(水)は清掃と社内行事のため、8/25（土）は試験のため自習室は閉室します。
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＊9/1(土)は社内行事のため閉室となります。＊9/1(土)は社内行事のため閉室となります。＊9/1(土)は社内行事のため閉室となります。＊9/1(土)は社内行事のため閉室となります。
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 ７月～８月の自習室・図書室・チューター室 開室スケジュール ７月～８月の自習室・図書室・チューター室 開室スケジュール ７月～８月の自習室・図書室・チューター室 開室スケジュール ７月～８月の自習室・図書室・チューター室 開室スケジュール

<夏期講習中の利用可能者>　

◆中１～高２

◆高３、卒生

日付日付日付日付 授業授業授業授業 日付日付日付日付 授業授業授業授業
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