冬期・直前講習で、総仕上げを！
この冬、そして入試直前期に、ＳＥＧでは大学入試に向けた最後の総仕上げとなる講座を開講します。今まで学習し
た知識をまとめ、整理し、そして試験で活かせる形にして、自信を持って本番に挑むことができる力をしっかりと身
につけましょう。

直前講習

頭と気持ちをセンターから２次型に切り替えます。本格的に過去問に取り組むための知識・思考
法の総点検などを行います。

超直前講習

２月中旬に開講されます。過去問対策に余念がない受験生を対象として、過去問やその類題を
用いて受験会場でこそ必要となる頭の働かせ方の総点検を行います。直近の過去問への手のつ
け方や、解法の糸口となる発想法にも触れます。

ＳＥＧの冬期講習は次の４つの時期に分かれています。どの時期にどんな勉強をしていくか、自分の学習計画に合わ
せて、ＳＥＧの講座をうまく活用してください。

プレ冬期

10月〜 12月初旬に開講されます。一足早く志望校対策や、弱点の補強を行うことで、今後の勉
強の方針を明確にしていきます。

冬期講習

大学別講座のほか、総合演習、分野別講座も多数開講します。センター試験前までにやってお
くべき２次試験対策をサポートします。

プレ冬期
東大対策講座
東工大対策講座

大学別対策講座

総合演習講座
分野別講座

1

● 大学別対策講座
● 開講時期別 総合演習・分野別講座

p.３〜
p.９〜

直前講習

冬期講習

超直前講習

プレ冬期 東大理系国語

東大解析数学（理系）
東大理系数学腕試しⅡ
東大文系数学テストゼミ
東大英語テストゼミ
東大英作文・要約演習
東大物理演習 力学・波動/電磁気・熱力学
東大化学演習 理論/物性
東大理系国語テストゼミ

直前東大理系数学テストゼミ
東大理系数学腕試しⅢ
直前東大文系数学テストゼミ
直前東大英語テストゼミ
直前東大物理テストゼミ
直前東大化学テストゼミ
直前東大理系国語テストゼミ

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅰ/Ⅱ
超直前東大英語演習
超直前東大物理過去問解説講座
超直前東大化学過去問解説講座

東工大の数学

東工大の英語
東工大の化学

東工大の物理
東工大の化学

超直前東工大数学過去問解説講座Ⅰ/Ⅱ
超直前東工大英語演習

＊「東工大の化学」は、冬期講習と直前講習で同内容の講座を開講します。

医科歯科大の数学
慈恵会医大の数学Ⅰ/Ⅱ
順天堂大（医）の数学Ⅰ/Ⅱ
日本医大の数学Ⅰ/Ⅱ

一橋大数学テストゼミ
医科歯科大の英語
慈恵会医大の英語
順天堂大（医）の英語

センター数学（数ⅠA編）/（数ⅡB編）

理系数学上級/標準テストゼミ
センター数学（数ⅡB編）

＊「センター数学（数ⅡB編）」は、プレ冬期と
冬期講習で同内容の講座を開講します。

センター英語

＊「センター数学（数ⅡB編）」は、プレ冬期と
冬期講習で同内容の講座を開講します。

受験英語多読実戦ゼミGH/EF
TOEFL受験英語多読T♯/T
問題演習で鍛えるバイリンガル論述力γ
確率集中演習
整数問題集中演習
整数問題上級テスト演習

＊「東工大の化学」は、冬期講習と直前講習で同内容の講座を開講します。

直前一橋大数学テストゼミ
直前私大医学部数学テストゼミ
直前一橋大英語テストゼミ

物理実戦テストゼミ
物理新問題攻略の糸口
物理解法の手順
化学実戦上級/標準テストゼミ
化学思考問題演習
センター国語

直前理系数学上級/標準テストゼミ

数Ⅲ微積分上級/標準テストゼミ
論理と写像研究Ⅱ
無機・有機の総点検
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大学別対策講座
プレ冬期

す。講座には「過去問を分析し対策を提示するもの」
「模擬演習的なテスト演習を行うもの」
「添削指導を行うもの」

東大向けの講座は、多種類用意されています。理系用・文系用・理系文系共通（英語）のもの、冬期に行われる
講座、直前期に行われる講座、超直前期（本番直前）に行われる講座がありますので、目的に応じて選択してください。
冬期の講座の目的

東大文系数学テストゼミ
p.13

直前東大文系数学テストゼミ
p.19

英語

東大英語テストゼミ
東大英作文・要約演習
p.15

直前東大英語テストゼミ
p.20

超直前東大英語演習
p.21

物理

東大物理演習 力学・波動
東大物理演習 電磁気・熱力学
p.17

直前東大物理テストゼミ
p.20

超直前東大物理過去問解説講座
p.21

化学

東大理論化学演習
東大物性化学演習
p.17

直前東大化学テストゼミ
p.20

超直前東大化学過去問解説講座
p.21

文系

東京大学

は、センター試験前までにやっておいた方がよいと考えられる２次試験対策の完成で

す。例えば、理科では冬の段階で確立させておいた方が好ましい解法を確認します。冬からセンターを経て本番に
至るまでの間、自分で２次対策を行うための基盤を完成させます。
直前期の講座の目的 は、センター試験対策で衰えてしまった思考力をとり戻すことと、２次試験対策の「訓

練」です。答案の「正しい」作り方だけでなく、時間配分・捨てるべき問題の選択・得点の拾い所まで考えて２次対
策を行うようにします。数学では答案に対して細かく添削指導を行い、解けているつもりでも実は点数を落とすと
いうこと、解けていないつもりでも論理的だと点数が貰えるということまで踏み込んで指導します。過去問を正し

超直前講習

直前東大理系数学テストゼミ
東大理系数学腕試しⅢ
p.19

数学

選んでください。

直前講習

東大解析数学（理系）
東大理系数学腕試しⅡ
p.13

理系

「複合型」があります。総合演習講座・分野別講座に加えて、大学ごとの出題の傾向や自分の学習目的に応じて

冬期講習

国語

東大理系国語 東大理系国語テストゼミ
p.12
p.18

大学別対策講座

ＳＥＧのプレ冬期・冬期・直前・超直前（本番直前）の各講習には東大・東工大などの大学別対策講座がありま

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅰ
超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅱ
p.21

直前東大理系国語テストゼミ
p.20

く自習できるように頭を磨き上げます。
超直前期の講座の目的 は、実際に出題された過去問（英語では過去問の類題）を題材に、それまでに学習して

きた考え方を用いて、見たことのない問題に自分で答えるための解法着想への道筋の習得です。

数学

添削指導を中心としたテストゼミ
（理系/ 直前 ・文系/ 冬期 直前 ）
１日だけの腕試し講座（理系/ 冬期 直前 ）
解析的論証問題を中心とした講義形式講座（理系/最終日にテストゼミつき/ 冬期 ）
過去5年分の過去問を使用する予習型の講座（理系/ 超直前 ）

英語

本番形式を重んじたテストゼミ（ 冬期 直前 ）
英作文・要約に絞った演習講座（ 冬期 ）
過去問の類題を使用する予習型の講座（ 超直前 ）

物理
化学

過去問および関連問題を項目別に分析する講座（ 冬期 ）
テストゼミ（ 直前 ）
直近2年分の過去問をテストゼミ形式で実施し採点と解説をする講座（ 超直前 ）

国語

点数を得る答案の作り方を示す講座（理系/ 冬期 直前 ）

2018 合格者の声
知的好奇心を刺激する授業と
良い意味での競争意識があった

自分に必要な講座をよく考え、必要な分を受講して、しっかり

自分も楽しんで問題を解くことができました。

ＳＥＧで良かったと感じることの一つは、知的好奇心を刺激してくれ

る授業を展開してくれたことです。微分方程式をはじめ、高校ではあま
り触れないような内容も、数学的に面白く紹介してくれましたし、意欲
があれば何とか理解できるような内容まで踏み込んで、こちらのやる気
を引き出してくれました。

もう一つは、良い意味で競争意識に満ちた場所だったことです。一

緒に学ぶ仲間たちからは、数学が好きな様子がとてもよく伝わってきて、

近藤 和志 さん
東京大学理科Ⅰ類進学（開成卒）

さて、みなさんにはどの講座が必要でしょうか？

数学が得意ではなく、東大を受験するには力不足を感じていたため、

ＳＥＧで受講することにしました。入塾後は、数学好きが集まるなかで、

共に戦う仲間として高め合っていこうとするような意識が芽生えました。
また、
「クリーム本は暗記（するまで周回）
」という前提で目標達成に向
けて頑張ることができ、力もつきました。

自分の力にしてください。
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大学別対策講座
一橋大学

東工大は理科系に特化した大学ですので、数学・理科の試験時間は長く設定されていて、論理的思考を問われる

一橋大では、文系数学としてはトップレベルの難易度の問題が出題されます。学部によって数学の比重は異なりま

傾向が強くなっています。英語も配点は相対的に低いのですが、やさしくはありません。

すが、
「数学の問題を何題解くことができたか」が合否を左右しかねません。120分間で５題という試験形態で、整

いずれの科目も、基礎学力だけではだめで、今後の講習ではどのように発展的問題を読み解き、どのように解法
の発想に至り、どのように時間内に解いていくか、を訓練することが必要です。
プレ冬期
数学

東工大

冬期講習

直前講習

○（p.15）

化学

プレ冬期

超直前講習
○（p.21）

物理

数・図形・三角関数・微積分・確率といったジャンルからの出題が多く、これらの頻出分野に関しては難易度が高め
の問題にも対処できるよう準備しておくことが不可欠です。

○（p.11）

英語

○（p.21）

一橋大

数学

英語

物理
化学

冬期講習

直前講習

○（p.13）

○（p.19）

英語

超直前講習

○（p.20）

○（p.20）
○＊（p.18）

○＊（p.20）

2018 合格者の声

＊「東工大の化学」は、冬期講習と直前講習で同内容の講座を開講します。

数学

大学別対策講座

東京工業大学

プレ冬期では、東工大の出題傾向を踏まえたテスト演習で実戦力を鍛えます。ここで鍛えた力を過去問の自習
でさらに伸ばしましょう。超直前期では、過去問演習を一通りこなし「あと何をやればよいか」
「不安な箇所があ
る」
「総まとめを行いたい」と思う受験生を対象に、本番前に最後の総点検を行います。

暗記科目状態だった数学を
楽しい科目だと気づかせてくれた

とにしました。その結果、ほぼ暗記科目状態だった数学が、こんなにも
楽しい教科だったのかと気づくことができました。

冬期では、過去問の解説とともに、近年の傾向をふまえた模擬問題を用いてテストゼミを行います。さらに
超直前期には、問題解説を通して、合格点を取るためのポイントを最終確認していきます。本番前の最後の
一押しとして、ぜひ活用してください。
各４日間の講座です。過去出題された問題（一部の問題は現在の出題形式に書き換えます）を項目別に整
理し、主たる得点源となるレベルの問題を中心に、合格点を取るための方策を提示します。参考として、本番
では捨てなくてはいけないレベルの問題への解法着想方法も紹介します。予習→講義形式の講座です。

学校の数学を難しく感じるようになり、このままでは落ちこぼれてし

まうという危機感を感じたため、多くの先輩が通うＳＥＧに入塾するこ

ＳＥＧの先生は面白い方ばかりで、生徒との距離も近く、テストゼミ

のコメントも非常に丁寧でした。そのコメントで、ほめていただければ
励みになりましたし、成績が芳しくなかったときも、
「ここは取るべきだっ
た」と、具体的な改善点を示してくださったので、その後の勉強計画に
役立てることができました。

井上 奈緒子 さん
一橋大学社会学部進学（桜蔭卒）

数学を好きでい続けることはなかなか難しいと思いますが、ＳＥＧに

いれば、少なくとも数学を嫌いになることは絶対にないと思います。ミ
スに気をつけて得意な分野を伸ばせば、成績は伸びていくはずです。

2018 合格者の声
熱意と優しさに満ちた先生方に
思考の方法を教えてもらえた

ＳＥＧは大学受験をターゲットにした塾ではあるのですが、それ以上

に学ぶということに真摯な塾といえます。授業では学問の深い部分まで

考えさせていただけますし、それを伝える先生方はどなたも熱意と優し
さに満ちています。生徒同士の交流も豊かで、実際、多くの友人をつく
ることができました。

勉強には記憶力も必要ですが、ＳＥＧでは記憶する前に思考の方法

を教えてくれました。数学でいえば、解き方を覚えさせるのではなく、
なぜそういう考え方をするのかを詳しく教えてくれたのです。おかげで

渡邊 和樹 さん

微分をはじめ、多くを自分のものにできました。

東京工業大学第６類進学（本郷卒）
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大学別対策講座

人気もあり、定員が少ないということも重なって、医学部医学科入試は熾烈です。出題の個性が強い大学も多
く、偏差値だけでは分からない「学力の相性」のようなものもあります。勉強は「王道を進む」ものですが、入試
前には大学の個性を踏まえた戦略も考える必要があります。

東京慈恵会医科大学
プレ冬期

慈恵会医大の数学Ⅰ 傾向と対策

240分×１日間
●過去問検討講義

プレ冬期

慈恵会医大の数学Ⅱ テスト演習

180分×1日間
●テストゼミ ★

慈恵会医大の英語

180分×2日間
●テストゼミ ★

特に、私大医学部受験生にとって、12月はもう直前期です。過去問の分析は出題傾向だけでなく、解答の仕
方の検討も必要なこの時期は「大学ごと」に特化した勉強が入試上有効です。国公立医学部受験の場合はセン
ター試験がどうしても重要な位置づけになります。しかし、２次試験対策の手抜きが度を過ぎると論述形式の問
題に対する学力が落ちてしまいます。秋までに作り上げてきた学力を実戦練習に即時的に回しましょう。
ＳＥＧの冬期・直前講習でもいくつか大学別の医系対策講座が用意されています。志望大学に合わせて受講し
てください。
また、千葉大・筑波大のように王道の勉強で対応できる大学の場合は、大学別対策以外の講座（例えば数学
なら、
「理系数学上級テストゼミ（p.13）
」や「直前理系数学標準テストゼミ（p.19）
」など）を受講してください。
プレ冬期

医科歯科大

慈恵会医大

順天堂大（医）
日本医科大

数学

○

○
○

英語
数学

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

順天堂大学（医）
プレ冬期

順天堂大（医）の数学Ⅰ 傾向と対策

240分×1日間
●過去問検討講義

プレ冬期

順天堂大（医）の数学Ⅱ テスト演習

180分×1日間
●テストゼミ ★

順天堂大（医）の英語

180分×2日間
●テストゼミ ★

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

○

英語
数学

冬期

冬期

○

英語
数学

冬期講習

大学別対策講座

医学部医学科総合案内

日本医科大学
プレ冬期

日本医大の数学Ⅰ 傾向と対策

240分×1日間
●過去問検討講義

プレ冬期

日本医大の数学Ⅱ テスト演習

180分×1日間
●テストゼミ ★

○
○

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

私大医学部医学科直前対策講座

東京医科歯科大学
医科歯科大の問題は個性的ですので、その個性を理解してもらうことで、冬の段階でセンター後を睨んだ助走を
つけてもらいます。過去問を自分で解くだけでは分からない着眼点を解説します。授業はテストゼミを中核として（英
語は過去問を利用して着眼点の見つけかたの講義、及びテストゼミとその解説を行います）、答案の採点も行います。
プレ冬期

冬期

医科歯科大の数学（医学科）

180分×2日間
●テストゼミ ★

医科歯科大の英語（医学科・歯学科）

200分×4日間
●過去問検討講義 ●テストゼミ ★

順天堂大、昭和大、北里大、東京医大、東邦大、女子医大、日大などの私立大学医学部医学科の受験生を対
象としたテストゼミ形式の講座です。
直前

直前私大医学部数学テストゼミ

180分×2日間
●テストゼミ ★

私大医学部特有の問題演習を通じて思考法・基本技術の総点検を行い、本番前の総仕上げを行います。各日、前半で
テストを行い、後半で解説します。希望者の答案は採点し、後日返却します。
★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

１・２日目は、過去問の解説講義を行います。３・４日目は、近年の傾向をふまえて作成した模擬問題を、本番さな
がらに解いてもらい、授業の後半を使って解説をします。答案は、すべて採点・添削して後日返却します。
★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。
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講座レベル一覧
数学

理科

総合的な演習講座

基礎

上級
東大物理演習

入試で出題される全分野の問題を総合的に扱う講座です。

上級

物理新問題攻略の糸口

物理

中級

物理解法の手順
直前東大物理テストゼミ

東大解析数学（理系）

東工大の物理

直前東大理系数学テストゼミ

超直前東大物理過去問解説講座

東大理系数学腕試しⅡ

東大理論化学演習

超直前東大理系数学過去問解説講座

冬期講習

理系

東大理系数学腕試しⅢ

東大物性化学演習

理系数学上級テストゼミ

化学実戦上級テストゼミ

理系数学標準テストゼミ

化学実戦標準テストゼミ

化学

直前理系数学上級テストゼミ

化学思考問題演習

直前理系数学標準テストゼミ

無機・有機の総点検

東工大の化学

直前東大文系数学テストゼミ

超直前東大化学過去問解説講座
冬期講習

分野別講座・大学別対策講座

直前講習

超直前講習

2018 合格者の声

上級

数Ⅲ微積分上級テストゼミ
数Ⅲ微積分標準テストゼミ
確率集中演習
整数問題上級テスト演習

超直前講習

特定の分野または志望大学別の強化・対策講座です。
中級

直前講習

文系

直前東大化学テストゼミ

東大文系数学テストゼミ

基礎

プレ冬期

物理実戦テストゼミ

理系（数Ⅲを含む）、文系（数Ⅲを含まない）、レベルを考えて選択してください。
基礎

中級

気がつけば自分も楽しんでいる
ＳＥＧにはそんな魔力がある

ＳＥＧの授業はのびのびとその科目を楽しめる環境で、毎回楽しく参
加していました。また、周りの生徒たちはハイレベルな人たちばかりで
常に刺激を受けることができました。

高３の２学期からのテストゼミでは「なぜこんなに減点するのか、もっ

整数問題集中演習

と点数をくれたっていいじゃないか」と思うほど厳しい添削でしたが、正

論理と写像研究Ⅱ

しい論理でないと全く評価されない厳しさを実体験することができまし

センター数学

た。先生の、
いかにしてその解法をとるに至ったのか、
他の方法はどうか、

東工大の数学

以前の内容がどのように応用されているのかに重きを置いた解説のおか

超直前東工大数学過去問解説講座

げで、受験本番でも初見の問題に臆することなく挑めました。

一橋大数学テストゼミ
直前一橋大数学テストゼミ
医科歯科大の数学
慈恵会医大の数学

ＳＥＧは勉強を心から楽しめるようにしてくれます。楽しそうに教えて

磯島 晃太郎 さん
東京医科歯科大学医学部進学（暁星卒）

くださる先生を見ればどんなに苦手な科目でも気づけば自分も楽しんで

いる、そういった魔力がＳＥＧにはあります。後輩のみなさんにもぜひ
ＳＥＧで勉強を楽しんでほしいと思います。

順天堂大（医）の数学
日本医大の数学
直前私大医学部数学テストゼミ
プレ冬期

9

冬期講習

直前講習

超直前講習

10

プレ冬期

プレ冬期

数学

数学

確率集中演習

英語

センター英語

210分×２日間

●理系・文系を問いません。

センター試験の出題形式に準拠したテストゼミです。授業の前半では、まずセンター試験の全体像を説明したあと、
近年の傾向を踏まえて作成した問題（オリジナル問題・リスニングを含む）を解いてもらいます。後半では、解答・解
説を行い、この時期に補強すべき事項を確認します。なお、答案の採点・添削は行いません。

国語

プレ冬期 東大理系国語

210分×２日間

●理系・文系を問いません。
近年の入試における整数の論証問題は、易化傾向にあります。その分、整数問題においては、簡単なことを「いかに
正しく論証するか・考えることができるか」で、得点差がつくことになります。整数分野にやや不安のある方から標準
的な力をそなえている方を対象として、この講座では、講義＋テスト演習＋解説＋添削の三段プラスα構成で、整数問
題における基本事項の確認と、必要な考え方、手法、カギとなる事実の理解・習得を目指します。演習問題は、近
年の主要大学の出題傾向を踏まえたオリジナル問題を使用します。答案は添削し返却します。なお、昨年度冬期講習
の問題と一部重複します。

センター数学（数ⅠA編）

270分×１日間

センター数学（数ⅡB編）

270分×１日間

200分×１日間

センター試験で安定的に高得点を取りたい方向けの講座です。それぞれの講座で、２回分のテスト演習＋解説講義を
行います（テスト演習を２回行うことで、各分野の話題を余すことなく出題します）。これまで、マーク模試の数学でな
かなか点数を上げられなかったり、安定的に高得点を取れなかったりした方が多いかと思います。センター試験では、
高得点を取るための基礎知識・技術・計算法・発想法があり、これを意識せずに演習をしていっても、なかなか点数
を上げられません。この講座では、センター数学で点を上げるための様々なコツを伝授し、あわせてセンター試験ま
での期間で何をすべきか、を提示します。なお、答案の採点・添削は行いません。

近年の東大２次試験問題を使って「国語の基礎」を確認しながら「現実的な対策」を一緒に考えましょう。国語は「文
系分野の数学」ですから実は理系の皆さんには楽なはずです。問題は当日配布してその場で考えてもらいます。答案を
提出してもらえれば添削して後日返却します。
（桑島健太郎）

受講生の声

●確率漸化式はある程度身についていると自負してい

●考えられる他の考え方、引っかかりやすいポイント

たが、今回の講座でまだまだ抜けがあると気づけて

を説明してくださったのでとてもためになりました。

良かった。





「確率集中演習」受講
慶應義塾大学理工学部進学（海城） 



180分×２日間

１日目にテスト演習を実施し、２日目にその解説を行います。東工大の出題傾向を演習を通じて確認し、東工大受験
に向けて必要な力を伸ばすためのポイントを伝授します。近年の東工大は「必ず解くべき標準問題」が出題されていま
す。そこをきちんと押さえつつ、やや難の問題にも対処できる力をつけることを目標とします。答案は添削して後日返
却します。

「東工大の数学」受講
東京工業大学第６類進学（フェリス）

●これからの国語の勉強の指針と自分のだいたいの

てて論証する能力がついた。

今の実力が分かって良かった。





「整数問題集中演習」受講
順天堂大学医学部進学（城北） 

「プレ冬期 東大理系国語」受講
東京大学理科Ⅰ類進学（私）早稲田）

2018 合格者の声

＊「センター数学（数ⅡB編）」は、プレ冬期と冬期講習で同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。

東工大の数学

180分×１日間

●今まで勘や経験に頼ってきたところをうまく理論立

●理系・文系を問いません。

プレ冬期

東大・京大・東工大・一橋大・早稲田大・慶應大をはじめとする主要大学の受験生で、確率がやや苦手な方を対象に、
２次試験の記述問題をテスト形式で演習します。確率の問題を集中的に扱うことにより、これまでバラバラだった知
識を一貫した知識に変え、勘に頼ってきた判断を合理的な判断に変えましょう。テスト後の解説だけではなく、答案
を添削し、後日返却します。なお、昨年度冬期講習の問題と重複します。

整数問題集中演習

英語・国語

論理的な授業を受講し
数学への苦手意識を払拭できた

自分の弱点は数学だと自覚していて、友達からＳＥＧの評判を聞き心

惹かれて入塾しました。また、解説を聞くだけの大人数の塾には反発が
あり、ＳＥＧではきめ細かい指導が受けられると思ったのも理由です。

私が主として受講した先生の授業は、熱意あふれる授業で自然と引

き込まれました。公式や方法論に依存せず、問題に対して論理的に対

処する先生の解説は、数学が苦手な自分でもスムーズに理解し、楽し

整数問題上級テスト演習

く受講できる内容でした。受験生が軽視しがちな論述における展開な

210分×２日間

どを丁寧に説明してくださるので、複雑な問題を解くときに非常に役立
ちました。

●理系・文系を問いません。
整数問題の扱いの基本がしっかりと身についた方を対象として、やや難〜難の整数問題にテスト演習形式で取り組ん
でもらいます。限られた時間内でのパフォーマンス力の確認をしましょう。解説は、奇をてらった解法をとらずとも「定
石通りに進んでゆけば」解決に至ることの確認に重きを置いて行われます。演習問題は、オリジナルの難系問題を使
用します。整数問題を武器にしたい方、記述作成の力を確かめたい方にお勧めの講座です。テスト前の講義は行いま
せん。答案は添削し返却します。

11

廣重 大雅 さん
東京大学文科Ⅰ類進学（私）武蔵卒）

高３のテストゼミ形式の授業でも答案を丁寧に採点してくださり、自

分では気づかないミスも改善できました。また、本番と同じ問題形式・
時間で行われるので、時間配分など絶好の予行演習となりました。
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冬期講習

冬期講習

数学

数学

東大解析数学（理系）

200分×４日間

東大・東工大・医科歯科大などの難関大の入試に対応します。数と式・確率・数列・微積分など解析色の強い問題を
中心に演習します。東大理系では計算力や論証力が重視されるので、ハードな計算問題・証明問題も取り上げます。
完答できなくても、必ず予習してから授業に臨んでください。最終日にはテストを実施し、当日解説するとともに、添
削して後日返却します。なお、昨年度冬期講習の問題とは重複しません。

東大理系数学腕試しⅡ

330分×１日間

数Ⅲ微積分上級テストゼミ

200分×４日間

数Ⅲ微積分標準テストゼミ

200分×４日間

数学

理工系・医系で、数Ⅲ微積分の出題が多めの大学の受験生にお勧めの講座です。数Ⅲの微積分に関しては数Ⅰ・Ⅱな
どの他の分野に比べて典型的な問題が多く、問題を見ただけでほぼ解き方が分かってしまうことが多いのです。した
がって、微積分の典型問題を押さえ、かつ正確な計算力をつけさえすれば高得点が狙えます。この講座では４日間の
テスト演習を通じて微積分の「定石」を再点検するとともに、入試に必要な計算力レベルを提示します。
「数Ⅲ微積分
上級テストゼミ」は標準〜やや難レベルを、
「数Ⅲ微積分標準テストゼミ」は基本〜標準レベルの問題を中心に取り上
げます。４日間中、２日分の答案については、添削して後日返却します。なお、昨年度冬期講習の問題とは重複しま
せん。

近年の東大理系数学の出題傾向・難易度を踏まえて、前半は東大と同じ試験時間（150分）で６題の問題を解いても
らいます。後半は180分で問題を解説し、答案を添削し後日返却します。なお、昨年度冬期講習「東大理系数学腕試
しⅡ」の問題と重複しますが、昨年度・今年度の他の東大向け講座の問題とは重複しません。

論理と写像研究Ⅱ

180分×２日間

●理系・文系を問いません。
200分×４日間

東工大・千葉大・筑波大・慶應大・早稲田大・慈恵会医大をはじめとする理工系・医系の主要大学受験生を対象に、
記述式のテスト演習を４日間にわたり行います。１月にはセンター試験がありますので、その前に国公立２次試験や
私大入試への準備をひとまず仕上げる必要があります。最近の入試傾向と難易度を考慮して問題を取り上げますので、
模擬試験のつもりで臨んでみてください。４日間中、２日分の答案については、添削して後日返却します。なお、昨
年度冬期講習の問題とは重複しません。

理系数学標準テストゼミ

200分×４日間

慶應大・早稲田大・理科大をはじめとする理工系・医系の主要大学受験生で、数学がやや苦手な方を対象に、出題
頻度の高い標準的な難易度の問題を中心に取り上げて、記述式のテスト演習を行います。一部の超難関大学を除い
ては、標準的な問題を完答していけば十分に合格点に届きますから、この講座で扱うレベルの問題を確実に解けるよ
うになることが大切です。４日間中、２日分の答案については、添削して後日返却します。なお、昨年度冬期講習の
問題とは重複しません。

東大文系数学テストゼミ

200分×４日間

東大文系の受験生を対象に、テスト演習を実施します。近年の東大文系の数学では標準的な問題が多く出題され、
それらをきちんと解くことが合格のために必須です。加えて、数学で点数を稼ぐ予定の方は「やや難」の問題をある程
度解く必要があります。この講座では、テスト演習を通じて東大文系数学における必須定石・知識を確認し、各自の
目標点数を実現するための得点力を鍛えていきます。４日間中、２日分の答案については添削を行い、答案の書き方・
本番に向けての改善すべき点についてアドバイスします。なお、昨年度冬期講習の問題とは重複しません。

一橋大数学テストゼミ

冬期講習

理系数学上級テストゼミ

論理や写像（関数の値域、点の軌跡、曲線の通過領域など）の演習講座です。この分野では、基本事項を入試問題
に活かすことが苦手である方が多いようです。そこで、この講座では、テスト演習＋解説講義を通じて、この分野の
問題を解くために必要な基本的な知識・思考法の総点検をします。また、答案はすべて添削し「今後伸ばすべき箇所
とその伸ばし方」を提案します。この冬に論理と写像について「十分に解ける！」という状態を目指しませんか？ 難易
度は、早慶・私大医学部上位校〜東大・東工大などの国立上位校レベルです。

センター数学（数ⅡB編）

270分×１日間

●理系・文系を問いません。
プレ冬期でも、同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。講座内容はp.11をご覧ください。

受講生の声

●テキストの問題をただ解説するだけではなく、拡張

りやすく、新たな知識を多く身につけることができ



た。



「東大解析数学（理系）
」受講
東京大学理科Ⅰ類進学（鷗友学園） 

●基 本事項も確認できたので、忘れていたことなどを



●板書の行間を口頭で丁寧に埋めてくれたので、分か

していろいろな話をしてくれて面白かったです！

「東大解析数学（理系）
」受講
東京大学理科Ⅰ類進学（筑駒）

●毎回丁寧に採点していただけて良かったです。ここ

復習できて良かったです。

のところセンター対策ばかりやっていたので２次の



問題は面白かったし、
「丁寧な記述」の確認ができ

「東大解析数学（理系）
」受講
東京大学理科Ⅰ類進学（学芸大附属）

たので受講して良かったです。



「東大文系数学テストゼミ」受講
東京大学文科Ⅱ類進学（開成）

200分×４日間

一橋大の受験生を対象に、テスト演習を実施します。一橋大の数学では標準～やや難の問題が幅広く出題されます。
数学のできが合否を決定する、と言っても過言ではないでしょう（特に、商学部や経済学部など、数学の配点比率が
高い学部）。この講座では、テスト演習を通じて一橋大数学における必須定石・知識を確認し、各自の目標点数を実
現するための得点力を鍛えていきます。４日間中、２日分の答案については添削を行い、答案の書き方・本番に向け
ての改善すべき点についてアドバイスします。
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冬期講習

冬期講習

英語

問題演習で鍛えるバイリンガル論述力γ

英語

受験英語多読実戦ゼミＧH
●対象

200分×４日間

９ｰ11月期「受験英語多読Ｇ/Ｈ」受講者、あるいは多読もしたい受験生

４日間、多読＋リスニング60分、テスト60分、解説60分（休憩20分）を原則とし、テストと多読を通じて、入試本
番に向けて英語力を仕上げます。難関大学レベルの客観式問題と記述式問題の混合型のテストを毎日実施し、すべ
て採点・添削して後日返却します。冬期講習中も多読を行うことで、読解のリズムとスピードを保ちます。なお受講生は、
２月末までＳＥＧ図書室（T教室2階）で多読図書を借りることができます。

●対象

200分×４日間

９ｰ11月期「受験英語多読E/Ｆ」受講者、あるいは多読もしたい受験生

なった。添削もとても丁寧でためになった。

200分×４日間

夏期講習または９ｰ11月期で「TOEFL受験英語多読T/T♯」を受講された方

ネイティブパートでは英語４技能の模擬試験演習を中心に行います。テストについては、その日のうちに答案を返却し、
弱点とその補強法を教えます。模擬試験演習が中心とはいえ、講師および他の生徒との会話の時間もできるだけとり
ます。多読パートでは各自のレベル、興味にあった本を読んでもらいます。また、希望があれば、Readingのテスト演
習を時間内にすることもできます。なお受講生は、2月末までＳＥＧ図書室（T教室2階）で多読図書を借りることがで
きます。

東大英語テストゼミ

※昨年度冬期講習「問題演習で鍛えるバイリンガル論述力Ⅲ」と内容が重複します。

東大英作文・要約演習

いろいろな解法を学ぶことで
自力で解ける力が身についた

ＳＥＧでは本当に先生と生徒の距離が近く、先生も個性的でとても面
白く、どの授業も毎週来たいと思える充実した内容でした。

ＳＥＧの特長として特に強調したいのは、授業でいろいろな解法を教

えてくださることです。問題を読んで解法を思いつかない場合であって

も、他の解法を理解してさえいれば、どんな問題が出題されても、全て
自分の力で解くことができるからです。

高３のテストゼミでは、添削でたくさんのコメントを書いてくださって、

とてもためになり成長することができました。復習することで、どんど
ん深めることができるような授業でした。

日浦 愛子 さん
東京大学理科Ⅱ類進学（女子学院卒）

200分×４日間

東大の英作文・要約に絞って直前演習を行います。予習課題をもとにポイントを解説したうえで、授業内で実際に答
案を作成してもらいます。演習で作成した答案はすべて添削して返却します。

東工大の英語

2018 合格者の声

200分×４日間

東大入試の出題形式に準拠したテストゼミです。近年の傾向をふまえて作成した模擬問題を授業の前半で本番さなが
らに解いてもらい、授業の後半を使って解説をします。答案はすべて採点・添削して返却しますので、毎年出題される
要約や英作文対策に特に有効です。

（講習受講アンケートより/雙葉）

冬期講習

●受講資格

資格制

（講習受講アンケートより/開成）

●問題の解説のみでなく、その事柄の背景となる学術的な解説もしていただけたので自分の知識が増えとても勉強に

４日間、多読＋リスニング60分、テスト60分、解説60分（休憩20分）を原則とし、テストと多読を通じて、入試本
番に向けて英語力を仕上げます。答案はすべて採点・添削して後日返却します。客観式問題と記述式問題をバランス
よく織り交ぜ、国公立大にも私立大にも対応できる力を養います。冬期講習中も多読を行うことで、読解のリズムと
スピードを保ちます。なお受講生は、２月末までＳＥＧ図書室（T教室2階）で多読図書を借りることができます。

TOEFL受験英語多読T/T♯

高１～高３
180分×4日間

東大・京大・一橋大・東工大などの国公立大学２次試験や、慶應大・医科歯科大などの超難関医学部で出題される
論述問題に対応できる本格的な実戦記述力を身につける演習講座です。この講座では、質の高い英文を精読するこ
とではじめて解答できる高度な論述問題や、与えられた日本語の文章を読んで得た知識を活用して取り組む英文読解
記述問題を演習することで、実戦的な受験英語力を養成します。最終日４日目は東大英語レベルの長文読解問題・
要約問題・英作文問題・文法問題にテストゼミ形式で取り組んでもらい解説をすることで、現在の自分の英語力を客
観的に評価します。予習してきた答案は現役医師である講師自らが丁寧に添削、採点して返却します。 （吉田剛）
●文章を深く理解することはもちろん、原文のニュアンスを残しつつ論理的に正しい日本語として再構成するというこ
とがとても難しかったが、丁寧に解説していただけてとても良かった。

受験英語多読実戦ゼミEF

英語

やる気次第で
どんどん実力が伸ばせる塾

ＳＥＧの授業をしっかり受けていれば、必ず志望校に合格できると思

います。

ＳＥＧはアカデミックな雰囲気が魅力で、母の勧めもあり入塾を決め
ました。予想通り、授業はとても学術的で、やる気次第でいくらでも学
習を進めることができ、実力も伸ばせると実感しました。

数学はテキストの問題の種類が豊富で、先生方も質問に行くと、こち

らが納得するまで熱心に解説してくださいました。

200分×４日間

英語多読も洋書の蔵書が半端ではない量で、それを何とか読みこな

したいと意欲を湧き立たせてくれました。高２になってから本のレベル

１・２日目は、過去問の解説講義を行います。３・４日目は、近年の傾向をふまえて作成した模擬問題を、本番さな
がらに解いてもらい、授業の後半を使って解説をします。答案は、すべて採点・添削して後日返却します。

が急に上がりましたが、きちんと読みこなすことができたのは日々の多
読のおかげで、英語に自信もつきました。

テストゼミや直前期の過去問の添削など、受験対策も万全で、効率

澤田 公平 さん
東京大学文科Ⅰ類進学（私）武蔵卒）
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的な対策ができたのも良かったです。

ＳＥＧで一所懸命学習に取り組み、目先の大学受験だけでなく、大

学入学後も使える思考力や表現力を鍛えてください。
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冬期講習

冬期講習

物理・化学

物理

東大物理演習 力学・波動

180分×４日間

東大物理演習 電磁気・熱力学

180分×４日間

東大の物理の問題は特別な知識を必要とするものではありません。比較的単純な問題と言えるのですが、問題設定
が奇妙なことがあり、解法のポイントを探す場合や対応する物理法則を見つけ出すとき「唸りながら考える」ことが必
要になります。いわゆる、手のつけ所が見つけにくい問題なのです。この講座では、東大型の問題を紐解くように解
答する筋道を提示します。東工大のような思考問題を出題する大学にも対応します。また、解答・出題形式が穴埋め
でも難しい問題を出題する大学（京大など）にも役立ちます。なお、
「東大物理演習 力学・波動」は、夏期講習の同
名講座の問題と重複します。予習が必須です。

物理実戦テストゼミ

200分×４日間

物理新問題攻略の糸口

180分×２日間

みなさんも模擬試験等で体験しているかも知れませんが、入試の会場で解く初めて見る問題は、どこから手をつけれ
ばよいか分からないことがあります。しかし、問題の本質を見抜くことができれば、既習の法則や手法を用いてスムー
ズに解答できます。そのような洞察力を覚醒させることがこの講座の目的です。各分野の学習は修了した受験生（過
去問演習を自分一人で行えるレベル）が、受験勉強の仕上げとして受講するのに最適です。

物理解法の手順

180分×４日間

答案用紙に枠があり、形式上は結果のみを問うような大学の入試問題でも、論述問題並みの思考過程を要求する問
題を出題する大学は多くあります。この講座では、論述形式としては千葉大・筑波大・横浜市立大レベル、結果のみ
を問う形式としては早稲田大・慶應大・理科大レベルの入試問題に対し、どのように思考を進めていけばよいかを示
します。典型的な問題の読み取り→着想→解法の手順を頭に叩き込んでもらう講座です。予習が必須です。

化学

東大理論化学演習

180分×４日間

180分×４日間

東大や京大、阪大、東北大の物性問題（無機・有機化学）は、その項目を覚えていたから解けるというものではあり
ません。物質の性質や化学反応を理論的に理解しておかないと、問題文の意味が分からないことも多く、また高校で
は扱わない内容の理論背景が問題文中に説明され、それを用いて解答する問題もよく出題されています。この講座で
は東大などで出題される、単なる知識・断片的理解のみでは解答できない無機・有機化学分野の問題への対応方法
を紹介します。予習が必須です。

17

化学実戦標準テストゼミ

200分×４日間

化学の基礎勉強が終了している方を対象に、80分のテストを行い、問題の印象が濃い間に、問題文の意図するとこ
ろや、受験生が知っておくべき着眼点、時間内に解答する方法などを解説します。４回分の答案は採点後返却します。
いざテストとなると点が取れなくなる方にお勧めです。上級は、一見すると教科書的でない問題を出題する大学（東北
大・医科歯科大・慶應大・理科大）・医学部などに対応し、標準は、教科書的な考え方・知識を網羅的に出題する大
学（多くの国公立大・私大薬学部など）に対応します。

化学思考問題演習

180分×４日間

入試問題を解くうえで必要なことは、理論化学の基本原理の理解と、無機・有機物質の性質に対する幅広い知識で
すが、高度な問題では理論と知識が組み合わされて出題されるため、単に知っているだけでは解答にたどりつけませ
ん。この講座では、理論計算と知識の融合問題を解説し、知識や理論をどう繋いで使うか？ の思考方法を伝授します。
一見すると教科書的でない問題を出題する大学（東北大・医科歯科大・慶應大・理科大）・医学部などに対応します。
予習が必須です。

無機・有機の総点検

180分×４日間

入試問題でどのように知識問題が出題されるかを見ながら、実戦的に無機・有機の知識を総点検する講座です。問題
の考え方が分かっていても、ただ一つ鍵となる知識が抜けているだけで問題は解けなくなります。最後の追い込みとし
て、自分の知識は十分か？ 大きな穴はないのか？ を判断するのにぜひ利用してください。化学で高得点をねらうため
の必要条件となる講座です。予習が必須です。

東工大の化学

180分×４日間

東工大の化学の出題は独特で、過去の出題を検討しておかないと、入試の本番で自分の実力を出せないということが
考えられます。この講座では、身についた基礎知識をどのように用いて本番の入試問題に手をつけ始め、そして解法
に至るのかを、過去問を利用して示します。外見的には似ていない問題も解法から見てみると似ている側面がある設問、
これは本番では嵌ってはいけない設問、という問題の見分け方も示します。予習が必須です。
＊直前講習でも同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。

国語

東大や医科歯科大、京大や阪大の理論化学問題はよく考えられているものが多いです。普段見ることがないような設
定条件を「化学的・理論的」に読み取って、基本法則に結びつけて解くという力が求められています。この講座では
東大などで出題される、理論化学分野の目新しい設定の問題について、問題文の条件読み取り→基本原理との対応
→解答方針の策定に至る道筋の作り方を紹介します。予習が必須です。なお、夏期講習の同名講座の問題と重複し
ます。

東大物性化学演習

200分×４日間

冬期講習

授業前半80分はテスト、後半はその解説を行います。答案は採点後返却します。問題文が比較的長いものを中心に
扱い、問題への取り組み方を考える講座です。基本原理は理解しているのになぜか問題は解けない、解くのに時間が
かかるという方にお勧めします。問題は、標準〜やや上級レベルのものを扱います。

化学実戦上級テストゼミ

化学・国語

東大理系国語テストゼミ

180分×２日間

東大理系２次試験の国語は現代文１問（評論）と古文・漢文が１問ずつ出題されます。この講座では、前半にテスト、
後半に解説および過去問の分析を行います。全てオリジナル問題です。理系の皆さんには縁遠い「国語」ですが、配
点が80点、時間が100分もあるのですから、むしろ得点科目にしませんか？ 近年の古文・漢文は易化傾向にあるの
で、基礎の「最終確認」を行い、難易度の高い文理共通の現代文は、答案の「型」を「反復」練習します。答案はす
べて添削して後日返却します。
（桑島健太郎）

センター国語

180分×４日間

配点に比べて設問数が少ないセンター国語は、数問のミスであっという間に20点、30点のマイナスになります。ただし、
その逆もまたしかりです。得点をUPさせるか、DOWNさせてしまうかは、現代文・古文・漢文の基礎力以上に、解答
の順序・時間の配分・簡単な解法の発見が重要となります。この講座では、それらの実戦力を身につけるために、過
去問の分析とオリジナル問題によるテストゼミを行います。
（桑島健太郎）
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直前講習

直前講習

数学

数学

英語

授業の前半はテスト、後半は解説を行い、実戦力を鍛えます。

直前東大理系数学テストゼミ

直前東大英語テストゼミ
180分×４日間

東大を目指す受験生が対象です。標準〜難レベルの問題を中心に、東大のテスト形式にあわせて150分で６題出題す
るテスト演習を行います（１・３日目はテスト、２・４日目は問題の解説を行います）。センター試験で頭が鈍りがちな
この時期に、計算力・論証力を鍛え直しましょう。希望者の答案を採点し、記述答案の書き方についても指導します。
なお、昨年度直前講習の問題とは重複しません。

東大理系数学腕試しⅢ

330分×１日間

近年の東大理系数学の出題傾向・難易度を踏まえて、前半は東大と同じ試験時間（150分）で６題の問題を解いても
らいます。後半は180分で問題を解説し、答案を添削し後日返却します。なお、昨年度直前講習「東大理系数学腕試
しⅢ」の問題と重複しますが、昨年度・今年度の他の東大向け講座の問題とは重複しません。

直前理系数学上級テストゼミ

180分×４日間

東工大・旧帝大（東大を除く）・医科歯科大・横浜市立大・早慶など、数学の難易度が高めの理工系・医系の大学を
受験する方のための直前テストゼミです。標準レベルの問題はもちろん、やや難の問題にも臆せず対処できる力を養
うことも目標とします。各日、前半でテストを行い、後半で解説します。４日間中、２日分については希望者の答案を
添削し、答案の書き方についても適宜指導します。なお、昨年度直前講習の問題とは重複しません。

180分×４日間

千葉大・筑波大・群馬大・農工大・理科大など、数学の難易度が標準程度の理工系・医系の大学を受験する方のた
めの直前テストゼミです。試験直前のこの時期に不得意分野の穴を少しでも埋め、得意分野をさらに固めてください。
各日、前半でテストを行い、後半で解説します。４日間中、２日分については希望者の答案を添削し、答案の書き方
についても適宜指導します。なお、昨年度直前講習の問題とは重複しません。

直前東大文系数学テストゼミ

180分×４日間

東大文系の入試形式（100分４題）に即した実戦テスト演習で、本番に向けての最終確認を行います。４日間中、２
日分の答案については添削を行います。自信を持って本番に臨めるように、センター試験で鈍った時間配分の感覚や
論理的思考力を回復し、答案の記述力を完成させましょう。なお、昨年度直前講習の問題とは重複しません。

直前一橋大数学テストゼミ

200分×４日間

一橋大の試験形式（120分５題）に即した実戦テスト演習を行います。センター試験で鈍った「試験時間の使い方・
記述式答案の書き方・難易度の高い問題へのアプローチの仕方」を鍛え直すことが、この時期には不可欠です。この
講座を活用して、本番を自信を持って迎えるための総仕上げをしましょう。4日間中、2日分の答案については添削し
て後日返却します。なお、昨年度直前講習の問題とは重複しません。

200分×４日間

１・３日目は、東大入試と同じ５つの大問（リスニングを含む）を120分のテスト形式で行い、その後解説を行います。
２・４日目は、120分の問題解説の後に、演習を行います。１・３日目の答案は、添削して後日返却します。本番そっ
くりの試験形式で、東大英語を仕上げます。

直前一橋大英語テストゼミ

200分×２日間

例年の傾向である、長文読解２問・文法（または並べ替え）・リスニング・英作文に合わせた模擬試験を実施し、授
業の後半にその解説授業をします。答案は添削し、後日返却します。一橋大の英語の特徴は、読解に100字程度の
説明を求める設問が多い点と、150語程度の英作文であり、どちらも答案の書き方を学ぶことが大切です。直前時
の仕上げとして、添削指導が役に立ちます。

物理

直前東大物理テストゼミ

180分×４日間

東大の出題傾向に即し、テストゼミ形式で授業を行います。まず、75分（３問）でテストを行い、試験における時間
配分の仕方、答案作成のコツを体得してもらうことを目標とします。その直後、解説講義を行います。内容は力学・
電磁気を中心に重要分野をカバーするものになっています。答案はすべて採点後返却します。東大受験生だけでなく、
京大等の物理で難問が出る大学の受験生、および物理を得点源にしたい方にも最適です。

東工大の物理

直前講習

直前理系数学標準テストゼミ

英語・物理・化学・国語

180分×４日間

頭と指をつかって唸りながら問題を解く！ ということは他大学と同じですが、出題されたテーマ（問題となっている現
象）を見たときに、問題に挑む戦略が他大学と少し違います。物理法則だけでなく、テーマが持つ特徴を見つけるこ
とも要求されるのです。この講座では過去問に見られる出題の特徴、および、基礎力が充実する直前期であればこそ
の解き方を示します。予習が必須です。

化学

直前東大化学テストゼミ

180分×４日間

化学全範囲をほぼ習得している方を対象に、東大の出題傾向に即した75分のテストを行い、その直後に問題文の意図
の探り方、
時間内により多くの設問に答えるための取り組み方や解答の作成方法などについて解説します。問題は難問、
奇問、標準問題とバラエティに富んでいます。東大だけでなく、京大や医科歯科大など、目新しい問題が出題される大
学の受験生にもお勧めします。なお、答案はすべて採点後返却します。昨年度直前講習の問題と一部重複します。

東工大の化学

180分×４日間

冬期講習でも、同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。講座の内容は、p.18をご覧ください。

国語

直前東大理系国語テストゼミ

180分×２日間

冬期講習と同様に、テストとその解説および過去問分析と予想問題の紹介を行います。答案はすべて添削して後日返
却します。なお、冬期講習「東大理系国語テストゼミ」の問題とは重複しません。 
（桑島健太郎）
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超直前講習

申込のご案内

数学・英語・物理・化学

数 学・英 語

申込

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅰ（図形編）

180分×１日間

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅱ（整数・確率・解析編）

180分×１日間

●受付開始：9/17（月祝）11：00から

超直前東工大数学過去問解説講座Ⅰ（微分積分編）

180分×１日間

●申込に必要なもの：

超直前東工大数学過去問解説講座Ⅱ（微分積分以外）

180分×１日間

超直前東大英語演習

180分×１日間

超直前東工大英語演習

180分×１日間

早慶の入試が終わってから国立大学２次試験までの間は、
「過去問はある程度解いた！ あとは何をやればよいか？」
と不安になる方が多いです。また、冬期・直前講習で伸ばしきれなかった箇所がある方もいるかと思います。この講
座では、東大・東工大受験生を対象とし、過去問やその類題を通じて思考法・知識・技術の総点検を行います。
数学 過去５年分の過去問を使用する予習型の講座です。解説講義を行うとともに、過去問に対する「発想の仕方」
についても触れます。受講にあたっては過去５年分の過去問（旧課程分は除く）を全て解いて、答案（ノート等）
をご持参ください。
英語 過去問の類題を使用する予習型の講座です。英作文は添削のうえ授業当日に返却します（要事前提出（T教室
１階講師室）。提出期日はテキストでご確認ください）。

物 理・化 学

超直前東大物理過去問解説講座
東大受験生にとって東大の過去問は直前期の最善の教材です。しかし、漫然と解いて答え合わせをするだけでは、何
年分を演習したとしても十分な学習効果を得ることはできません。問題を解いた後に出題者の意図（思想）まで理解
するような精密な分析を行うことで、自分が受ける入試でも対応できる思考法を身につけることができます。この講座
では近年の東大の過去問を題材として研究します。
＊
テスト①（150分）

2日目

＊
物理解説①（90分）／ 化学解説①（90分）／ テスト②（150分）

3日目

物理解説②（90分）／ 化学解説②（90分）

テスト①・②の日程で東大の過去問に挑んでいただきます。テスト①では2017年２月出題の問題、テスト②では
2018年２月出題の問題を使用します。答案は提出していただき、採点・添削のうえ解説の日に返却します。解説①・
②では、皆さんの答案の内容をもとに東大入試に向けた解説を行います。
＊テスト①・②に参加されない場合、各自で解いた答案をテスト①・②の各実施日までに講師室（Ｔ教室１階）にご提出くだ
さい。問題・解答用紙は講師室（T教室１階）に用意しています。
※１科目のみの受講も可能です（１科目の場合、テストは開始時間から始めて、途中で提出・退出が可能です）。
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※クレジットカードはご利用いただけません。
＊開講日程・担当講師・受講料は、別紙の講座日程表でご確認ください。

●申込方法：窓口または郵送にてお申し込みください。

【窓口でお申し込みの方】

受付場所：H教室１階受付 受付時間：月～土／13:00～19:00
※日曜日の受付時間については事前にお問い合わせください。
※12/30（日）～1/3（木）はお休みです。
※講習中は以下の日程のみ受付時間が異なります。
12/26（水）・1/4（金） 8:30～19:00
1/22（火）・1/28（月） 8:00～19:00

【振込先・口座名】

ゆうちょ銀行 00120-4-712330
きらぼし銀行 新宿支店 普通 0331562
口座名 エスイージー

【郵送でお申し込みの方】

郵送先
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-19
「ＳＥＧ受講手続係」宛

※フリガナ・電話番号を明記のうえ、
受講生徒名でお振り込みください。
※振込手数料はご負担ください。ただし、ＳＥＧ所定の振込用紙で左記
金融機関の本・支店での取り扱いの場合、
手数料は不要です。

●以下の情報はWebでご覧いただけます（お電話でもご案内いたします）。
＊空席状況

・ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）
→[会員の方]→[講習空席状況]
・ＳＥＧ MyPaɡe （https://www.seɡ.co.jp/mypaɡe/）→[講習空席状況]
※キャンセル待ちは承っておりませんので、ご了承ください。

ＳＥＧ
MyPaɡe

＊講座の増設状況

・ＳＥＧホームページ →[お知らせ]

講座の変更・取消
講座の変更
別の講座へ変更希望の場合は、元の申込講座もしくは変更希望先講座、いずれか早い日程の授業初日の
１営業日前までにお申し出ください。変更希望先が満席の場合は変更できません。

講座の取消

申込のご案内

1日目

メイト会員登録票・講習申込書はWebからもダウンロード
できます。
［トップページ］
（http://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］

・メイト会員登録票（初めての方のみ・写真含む）
・メイト会員登録料500円（初めての方のみ）
・講習申込書
・受講料（現金または振込の証明となるもの）

超直前講習

超直前東大化学過去問解説講座

＊正会員（現在通常授業を受講中）の方は、お届けしたご案内をご覧ください。

 講座の授業初日の１営業日前までに、窓口またはお電話にてお申し出ください。お支払済の受講料から
各
取消手数料または振込手数料を引いた金額をご返金いたします。
＊詳細は、お申し込み時にお渡ししているご案内をご覧ください。

おことわり

季節講習の受講にあたっては、次の点をあらかじめご了承ください。

①ＳＥＧでは「問題の解答の解説」よりも「解くプロセス」
「解法の背景と理論」を重視しています。
②生徒の理解に応じて、解説する問題数を調節しますので、テキストの全問題を解説しないことがあります。
③受講態度に問題が見られる場合や他の生徒の学習を妨げる言動がある場合には、退席を命じたり受講をお断りする場合があ
ります。
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