１年の流れ

冬期講習手続
夏期講習

通常授業
9ｰ11月期

冬期講習

通常授業
1ｰ2月期

中１〜高１
5日連続

週１回×12週

5日連続×2

週1回×12週

4日連続

週1回×7週

季節講習

通常授業

季節講習は、春期・夏期・冬期の年３回実施し、指定講
習・特別講習・ゼミナールがあります。

４ｰ６月期・９ｰ11月期・１ｰ２月期の３期に分け、週１回通
う授業です。

指定講習

受講科目・コース・レベルの選択
冬期講習は無試験で受講できます。パンフレットをご参照のうえ、受講科目・コース・レベルをご選択ください。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。

どのコース・レベルがよいか迷ったら

※上記は標準的なコースの授業日数です。一部のコース・講習は異なります。

ＳＥＧの年間カリキュラムに組み込ま
れている講座です。夏期は前期と後
期があります。

１年の流れ・冬期講習手続

通常授業
4ｰ6月期

春期講習

●説明会に参加する

▶▶▶

説明会日程は表紙をご覧ください。
詳しい時間等はWeb
（http://www.se㷅.co.jp/）に掲載しています。

●判定問題で自己診断する

▶▶▶

中１・中２・中３・高１数学と中３・高１英語多読で用意しています。

申込
選抜制

期ごとにクラス分け試験（入会試験）
を行います。

●受付開始：10/22（月）13：00から
＊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。

●申込に必要なもの：

特別講習
ゼミナール

指定講習だけではなく、さらに新しい
分野や奥深い内容に積極的にチャレ
ンジしたい生徒のための講座です。

数学Extremeについては、専用のご案内プリント・Web
をご覧ください。

・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）

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.se㷅.co.jp/）→［入会案内］

※クレジットカードはご利用いただけません。

まずは冬期講習を受講してください。
ＳＥＧの１年間のカリキュラムは、季節講習も含んだ年間一貫カリキュラムです。１月からの通常授業は、原則として冬期講
習の内容が学習済みであることを前提にスタートします。
１月からの入会をご希望の方も、冬期講習の「指定講習」
（もしくは「新規生専用講習」）を受講してください。冬期講習は
無試験で受講できます。

入会試験（クラス分け試験）
●通常授業は選抜制です。入会時に入会試験（クラス分け試験）の受験が必要です。
●講習に入会試験が付属している講座については、別途試験のお申し込みは不要です。

●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】

【郵送でお申し込みの方】

受付場所：H教室１階受付 受付時間：月〜土／13:00〜19:00
※12/30（日）〜1/3（木）はお休みです。
※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。
※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

【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。

詳しくは、33ページ「通常授業 １月入会手続のご案内」をご覧ください。
●合格基準点に達しない場合は、
不合格となります。
●入会後は通常授業の学期末ごとに、数学・化学では理解度を確認するクラス分け試験を、英語多読では英語運用能力を

測るクラス分け試験を実施し、次学期のクラスを決定します。
※通常授業 １月入会手続については、33 ページをご覧ください。

●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.se㷅.co.jp/）
→[会員の方]→[講習空席状況]
・ＳＥＧ MyPa㷅e （https://www.se㷅.co.jp/mypa㷅e/）→[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
MyPa㷅e

＊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

各講座の授業初日の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
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、その他講習の妨げとなる場合には、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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数学

数学
こんな授業やってます！ 中１・幾何
D

A

【問題】平行四辺形ABCDがある。
（1）BCの中点を定規（２点を通る直線を引くことしかできない）だけで
作図する方法を考え、それが正しいことを証明せよ。
（2）BCの３等分点を定規だけで作図する方法を考え、それが正しいこ
とを証明せよ。

C

数学

B

この問題を解くには予備知識はほとんど必要ないですが、高校生にとっても、決して簡単ではないと思います
（中 2・中３・高１の方も是非考えてみてください）
。しかし、中１生でも十分解けるのです。中１の授業は、次の

数学の楽しさをすべての中高生に！

ような感じです。
授業中、みんなが工夫して、いろいろな線を引いていきます。しかし、最初に AC と BD の交点 E を作ると
なかなかその先がうまくいきません。そこで先生が、
「まず、直線 AC、BD 以外の直線を引いて考えてごらん」

数学の授業というと、
「公式を暗記して、それを問題に適用する訓練」というイメージをもっていませんか？

と助け舟を出します。すると、十数分の試行錯誤の後、何人かの生徒が、
「これでいいかもしれない。先生、見

もちろん、中高レベルの数学には、そういう側面もあります。しかし、それだけが数学ではないのです。手

て！」と言い出します。先生は、正しい方法なら、
「それでいいみたいだから、証明してごらん」とアドバイスし、

を動かし、自分で試行錯誤を繰り返しながら、仕組みを発見していくことこそ、数学の醍醐味です。ＳＥＧ

間違っている方法なら、
「それで本当に良いか、もっと平行四辺形の形を極端にしても、中点になっていそうかど

の授業では、その楽しさを伝えたいと思っています。

うか確かめてごらん」とアドバイスします。そして、みんなが作図法を発見したあたりを見計らって、先生は生徒
と話しながら、一緒に証明をしていきます。

試行錯誤する力を伸ばそう

個性ある講師陣
こんな問題やってます！ 中１の「平行線と比」・中２の「円周角」・中３の「三角比」

中学・高校の数学は、公式を暗記して、それを適

ＳＥＧでは、卒業生の若い講師、ベテラン講師が

用するだけでもある程度乗り切れてしまうため、
「公

それぞれの個性を発揮した授業をしています。アット

式を覚え、大量の演習で解法に習熟する」学習法は

ホームな雰囲気で和気あいあいと授業が進むクラス、

確かに一見効率的です。しかしこの方法では、覚える

黙々と切磋琢磨し力をつけているクラス、意見をバシ

AR=a, RB=b, BP=c, PC=d, CQ=e, QA=f

ある円に２つの三角形が内接している。

べき内容が増えていくと、少数の暗記の天才以外は

バシ出し合い白熱しているクラス、さまざまな授業が

とするとき、

PA=a, PB=b, QC=c, QD=d, RE=e, RF=f

太刀打ちできなくなってしまい、受験時に伸び悩んだ

展開されます。自分に合った先生を見つけ、ＳＥＧの

り、運良く大学に合格しても、大学での数学について

授業を楽しんでください。

b d f
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─×─×─
a c e

とするとき、

いけなくなります。試行錯誤を繰り返す中で、
「解け

【問題２】

【問題１】下図において、

a

てからも、社会人になってからも役に立つのです。
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を証明せよ。

R

きる論理力・忍耐力を伸ばせば、その力は、大学に入っ

B

b d f
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を証明せよ。

た！」という快感を体験し、より複雑な試行錯誤がで

適切な量の宿題と、
魅力的なチャレンジ問題

中２・円周角／中３・三角比

中１・平行線と比

D

Q
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ＳＥＧでは、その日の授業内容の復習を兼ねた宿

【問題１】
（メネラウスの定理）と【問題２】は、全く違う問題ですが、示すべき式は一緒です。ですから、

題が毎週課されますが、学校生活と両立できるよう、

使う定理は違いますが、
「長さの比を別な長さの比に移す」という発想で全く同じように解くことができます。

その分量は１時間程度でできる量にしています。また、

ＳＥＧの数学では、重要な発想法は、中学から高校までいろいろな問題で繰り返して身につけてもらいます。ま

それだけでは物足りない上級者のために、１時間でも

た、
【問題２】のような面白い問題は、中２だけでなく、中３の三角比の応用としても取り上げます。

２時間でも考えたくなるチャレンジ問題を用意してい
ます。ぜひ、チャレンジ問題にトライしてみてください。
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数学

中１数 学

コースと冬期講習講座案内

主任講師からひとこと

クラスレベル▶ A 基礎 B 上級

中1数学 ABコース

自分の力で解決する喜びを
体験してほしい

原理を理解することで
未知の問題に対応できる

数学に限らず、何かを学ぶときには、楽しむこと

中３・高１の時期は、
「一つの問題を深く掘り下げ

が何よりも大切です。そして、数学を楽しむというこ

て、そこに隠れている原理を納得する」
「難しい問題

とは、考えることを楽しむことです。

を時間をたっぷりとかけて考え抜く」ということが

１次関数・幾何の証明が既習の方を対象とするコースです。冬期講習と１‑２月期で平面幾何、整数論を扱います。基
礎から標準問題まで、類題演習も豊富に行うAクラスと、基礎から発展問題まで、より幅広い話題について講義・演
習するBクラスがあります。
冬期講習は 三角形の五心A/B を受講してください。
前提知識 三角形の合同条件、平行四辺形条件、平行線と比、相似

できます。
そのことにより、解き方を覚えるだけでは絶対に

けると思わなかった見知らぬ問題が自分の力で解

手に入らない、未知の問題に挑む力・難問へ対処す

決できるようになる、そんな授業を目指しています。

る力といったプラスαが身につくのです。

生徒さんたちに自分の頭で考え自分の力で解決する

ＳＥＧの教材・授業では、上記のような体験をす

喜びをできる限り体験してもらうために、ＳＥＧオリ

る機会がそこここに用意されています。その体験を

ジナルの手ごたえがあり解いてみたくなる問題をた

この冬期講習で味わってみてください。

くさん用意しています。ぜひ

春期講習

４ｰ６月期

夏期講習（前期・後期）

９ｰ 11月期

冬期講習

１ｰ２月期

３時間×５日

3時間×12週

3時間×5日×2

3時間×12週

3時間×4日

3時間×7週

三角形の五心

整数、
座標幾何

AB
文字式と数列

正負の数、文字式、
幾何の公理・図形の計量・
１次方程式・連立方程式、
図形問題の証明・
座標平面・１次関数
合同・平行四辺形

平行線による比の
移動・相似、
確率

1

数学

ることで、いつの間にか見える景色が変わり、解

中

ＳＥＧでは、大事な発想や感覚をしっかり理解す

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

中 2 数学
BC コースに接続

冬期講習講座案内
＊受講クラスを迷われる方向けに、
「判定問題」を用意しています。
「判定問題」はWebでもご覧いただけます。
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→［冬期講習から始めよう!!］をご覧ください。

授業を受けてみてください。

冬期講習は、９‑11月期からの継続生や、１月からの新規入会を検討されている方を対象に開講されていますが、単独での受講も承っ
ています。

中１・２数学主任講師
佐藤 太郎
東京大学理学部数学科卒
北海道立紋別北高校卒
朝日小学生新聞にて「数学の世界を
のぞいてみよう！」を連載中。

中３・高１数学主任講師
大賀 正幸
東京大学理学部情報科学科卒
東京学芸大学附属高校卒

2018 合格者の声

中１数学Ａ/Ｂ 指定講習
A 基礎 B 上級 180分×4日間

三角形の五心Ａ/Ｂ
●中１数学ＡＢコース新規入会希望者、９‑11月期在籍者のための講座です。

11月までで、直線図形の基本性質はすべて学習しました。冬期講習では、その性質を用いて、さまざまな図形の計量
や、コンパスと定規を用いた図形の作図がなぜできるのかに取り組んでいきます。そのために、円についての基本性
質や、円と直線が接する場合の性質をこの講習で学習していきます。三角形の外接円の中心（外心）の作図から出発
し、三角形の内接円の中心（内心）の性質なども学習しながら、３本以上の直線や円がなぜその１点で交わるのか（共
点条件）に挑んでいきます。
前提知識 三角形の合同条件、平行四辺形条件、平行線と比、相似

アプローチの方向を考えてから
問題に向かう習慣が身についた

ＳＥＧの数学は、知識や解法をたたき込むような授業ではなく、どう
してそのように考えるのかといった根本的な部分や、さまざまな別解を
提示してくださる授業で、苦手だった数学も楽しく学ぶことができました。
１問に多くの別解があることは、いろいろな考え方からのアプローチ

この他に、 中１生のための数学道場2018（16ページ）
、 ＪＭＯ（日本数学オリンピック）一次予選対策演習（29ページ）があり
ます。
※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください

が可能であることを意味しています。
そのため、
自分で問題を解く際にも、
まずはどんな方向からアプローチしていくべきかを考えてから解き始め
る習慣を身につけることができました。
また授業は、先生の一方通行の講義を受動的に聞くのではなく、先
生からの問いかけによって、私たち生徒に考える時間を与えてくれる能

受講生の声
●工作用紙や折り紙を使った実験が楽しかった。
「三角形の五心 B」受講（桜蔭）

動的なものでした。こうした思考のトレーニングを行うことで、授業中

輿石 彩花 さん
東京大学理科Ⅰ類進学（筑附卒）

でも成長することができたと思っています。
ＳＥＧは宿題も少なく、部活とも両立が可能です。私のように数学が
苦手な生徒でも、きっと楽しく学べるはずです。

● 各セクションに、難しいチャレンジ問題があったりした
ので、長時間考えられて良かった。
「三角形の五心 B」受講（攻玉社）

●問題一つひとつに先生がしっかりと解説をしてくれたの
で、基礎を固めることができた。また、チャレンジ問
題は授業の応用した問題が多く難しかったが、やりが
いがあり楽しかった。
「三角形の五心 A」受講（私）早稲田）
●問題の解説がとても分かりやすかったです。丁寧な図
での説明だったので、よく頭に入りました。
「三角形の五心 A」受講（田園調布雙葉）
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中２数 学

コースのご案内

中２ 数 学

冬期講習講座案内

冬期講習は、今までの学習進度に合わせて、２つの受講パターンがあります。

冬期講習は、９‑11月期からの継続生や、１月からの新規入会を検討されている方を対象に開講されていますが、単独での

１月からは全ての方がBCコースでの受講となります。

受講も承っています。

文部科学省中３数学まで（平方根・２次方程式・ピタゴラスの定理・相似・円周角）と

中２数学Ｂ/Ｃ 指定講習
B 基礎 C 上級 180分×4日間

２次関数 y=ax 2 +bx+cが既習の方

共円条件とその応用B/C

→【冬期】共円条件とその応用Ｂ/Ｃ

●中２数学ＢＣコース新規入会希望者、９‑11月期在籍者のための講座です。

２次関数 y=ax 2 +bx+cが未習の方

2

数学

→【冬期】中２数学BC入会講座 平方完成と２次関数 ＋【冬期】共円条件とその応用Ｂ/Ｃ

中

夏期講習で学習した円の性質の続きの講座になります。内容は大きく２つに分かれています。１つ目は、点の軌跡問
題です。軌跡が円となる問題を学んでいきます。２つ目は、４つ以上の点を通る円が存在するための条件（共円条件）
を学習し、共円条件を使って描いた補助円を利用して図形の証明を行います。補助円を描くことで、直線の補助線で
は上手く証明できなかったものが、鮮やかに証明できる場合があることを体験してもらいます。

文部科学省中３数学まで（平方根・２次方程式・ピタゴラスの定理・相似・円周角）が既習で、

前提知識 平方根、２次方程式、ピタゴラスの定理（三平方の定理）
、相似、円周角

※受講クラスを迷われる方向けに、
「判定問題」を用意しています。
「判定問題」はWebでもご覧いただけます。
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→［冬期講習から始めよう!!］をご覧ください。

※１‑ ２月期の中２数学ＢＣコースでは、２次関数 y=ax2 +bx+cの知識が必要となりますので、未習の方は 中２数学ＢＣ入会講座
も受講してください。

※平方根・２次方程式が未習の方はお問い合わせください。

クラスレベル▶ B 基礎 C 上級

中２数学BＣコース

1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

平方根・２次方程式・２次関数 y=ax +bx+cが既習の方を対象とするコースです。冬期講習で円周角の応用、１‑２月
2

期に場合の数を扱います。基礎から標準問題まで、類題演習も豊富に行うBクラスと、基礎から発展問題まで、より
冬期講習は 共円条件とその応用Ｂ/Ｃ を受講してください。
前提知識 平方根、２次方程式、２次関数y=ax 2 +bx+c、ピタゴラスの定理（三平方の定理）
、相似、円周角
春期講習

４ｰ６月期

夏期講習（前期・後期）

９ｰ 11月期

冬期講習

１ｰ２月期

３時間×５日

3時間×12週

3時間×5日×2

3時間×12週

3時間×4日

3時間×7週

平方根

展開・因数分解、
平方完成と２次方程式

円周角、2次関数

2次関数、
立体図形

円周角の応用

場合の数

※２次関数 y=ax 2 +bx+cが未習の場合は、中２数学ＢＣ入会講座

平方完成と２次関数

平方完成と２次関数

入会試験付

中２数学 新規生専用講習
180分×4日間

●中2数学BCコース新規入会希望者のための講座です。 共円条件とその応用B/C とセットで受講してください。
２次 関 数のy=ax 2 型からはじめて、y=ax 2 +bx+c のグラフを平方 完 成して描くところまでを学 習します。２次 関 数
y=ax 2 +bx+c のグラフを描くことで、２次関数の最大値や最小値を求めたり、２次不等式 ax 2 +bx+c＞ 0などを解くことが
できます。中２数学BCコースに接続するうえで一番の基礎をなす重要な単元なので、しっかり身につけてもらいます。
講座最終日に、１‑ ２月期BCコースへのクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います。

幅広い話題について講義・演習するCクラスがあります。

BC

中２数学BC入会講座

前提知識 平方根、ピタゴラスの定理（三平方の定理）
、２次式の展開・因数分解、２次方程式

この他に、 中２生のための数学道場2018（16ページ）
、 ＪＭＯ（日本数学オリンピック）一次予選対策演習（29ページ）があり
ます。
中 3 数学
CDコースに接続

※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

で学習することができます。

受講生の声
●見方によっていろいろな解き方ができて面白かった。
「共円条件とその応用 C」受講（筑附）
●問題を拡張するのが面白かったし、衝撃を受けること

●楽しみながら学ぶことができた。チャレンジ問題はかな
り難しかったが、解けたときの達成感は大きかった。
「中 2 数学BC入会講座」受講（海城）

が多かったです。新しい定理を作った時は感動しました。 ●問題を解く時間、先生やチューターの方々が回って見て
「共円条件とその応用 C」受講（桜蔭）
● 今回の範囲の円周角の定理は学校で学習済でしたが、
学校では解いたことのないような問題でとても面白かっ
た。

7

「共円条件とその応用 B」受講（暁星）

くださって、時間を余すことなく有意義な時間を過ごす
ことができました。そして、間違えたところのヒントを
分かりやすく教えてくださって、数学が得意ではなくて
も解くことができて良かったです。
「中 2 数学BC入会講座」受講（吉祥女子）

8

中３数 学

コースのご案内

中３ 数 学

冬期講習講座案内

今までの学習進度に合わせて、２つのコースがあります。

冬期講習は、９‑11月期からの継続生や、１月からの新規入会を検討されている方を対象に開講されていますが、単独での

数Ⅰ・数Ａおよび数Ⅱの図形と式が既習の方 → CDコース

受講も承っています。

数Ⅰ・数Ａの大半が既習の方 → Zコース
※受講コース・クラスを迷われる方向けに、
「判定問題」を用意しています。
「判定問題」はWebでもご覧いただけます。
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→［冬期講習から始めよう!!］をご覧ください。
クラスレベル▶ C 基礎 D 上級

1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

数Ⅰ・数Ａが既習の方を対象とするコースです。１‑２月期には数列を扱い、新高１の春期講習から高１数学DEコース

等式を示すのは、行き当たりばったりで式変形を積み重ねてもできたりしますが、不等式を示すとなると、そう簡単に
はいきません。一方で、不等式が役立つ場面は多々あり、例えば「ある体積の貯水槽を作るのに、できるだけコスト
を抑えるにはどんな形にすればよいか？」といった問題解決にも不等式が活躍します。この講座では、不等式の証明
問題、および不等式を用いた最大・最小問題に対して、解き方を紹介するだけでなく、
「解くための発想法」を身につ
けてもらうことを目指して講義・演習します。

3

数学

に接続します。

●中３数学ＣＤコース新規入会希望者、９‑11月期在籍者のための講座です。

中

中３数学CDコース

中３数学Ｃ/Ｄ 指定講習
C 基礎 D 上級 180分×4日間

最大最小と不等式 C/D

冬期講習は 最大最小と不等式C/D を受講してください。

中３数学Ｚコース

1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

三角比と図形

中３数学Ｚ 指定講習
180分×4日間

入会試験付

●中３数学Ｚコース新規入会希望者のための講座です。

数Ⅰ・数Ａの大半が既習の方を対象とするコースです。１‑２月期には整式と方程式、いろいろな関数とグラフを扱い、

三角比・三角関数とその図形問題への応用を講義・演習します。高校数学では、図形を分析する手法の一つとして、
「図

新高１の春期講習から高１数学DEコースに接続します。

形情報を代数情報に翻訳し、方程式・計算で解析する」というものがあります。三角比を学べば、この手法で多くの

冬期講習は 三角比と図形 を受講してください。

図形問題を攻略することが可能です。この講座では、やや難しい図形問題までを扱い、図形に対する豊かな思考力を

※数Ⅰ・数Aが未習の方は、新高１の春期講習から高１数学RSコースを受講するのがお勧めです。

養成します。講座最終日に、Zコースへの入会試験を兼ねた実力試験を行います。

CD
Z

春期講習

４ｰ６月期

夏期講習（前期・後期）

９ｰ 11月期

冬期講習

１ｰ２月期

３時間×５日

3時間×12週

3時間×5日×2

3時間×12週

3時間×4日

3時間×7週

最大最小問題

数列

三角比と図形

整式と方程式、
いろいろな関数とグラフ

確率と期待値

三角比、
座標平面での直線・円、
整式と方程式、
いろいろな関数とグラフ
２次関数（発展編）
整数

Z

中３生のための数Ⅰ数Ａ応用演習Ⅱ
高 1 数学
DEコースに接続

三角比・確率編

中３数学 特別講習
180分×4日間

「基本は理解しているが、応用問題がなかなか解けない」という方のための講座です。この講座では、三角比（数Ⅰ）、
確率（数Ａ）について、標準〜大学入試レベルの問題の演習と解説講義を織り交ぜます。
「応用問題が解けないのは
ヒラメキが足りないから」と思われがちですが、それは違います。数学の応用問題の多くは、今まで学習してきた基礎
事項・基本アイデアを組み合わせて解けるのです。このことを実感し、実力を引き上げたい方は、どしどし参加してく
ださい。
この他に、 中3生のための数学道場2018（16ページ）、 ＪＭＯ（日本数学オリンピック）一次予選対策演習（29ページ）があり
ます。
※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

受講生の声
●不等式の証明や式変形が思ったより楽しかった。チャ
レンジ問題にも取り組めて良かった。
「最大最小と不等式 D」受講（桜蔭）
●問題を解きながら進めるので、授業中に理解すること
ができた。また、自分のペースで考えることができ、
内容が身につきやすい環境だった。

●学校で習った方法とは違う考え方で教えてくださったの
で、とても刺激になりました。
「三角比と図形」受講（豊島岡女子）
●多くの問題を解くというよりも、一つの問題に対してさ
まざまなアプローチを考えるのが面白かった。
「中３生のための数Ⅰ数A 応用演習Ⅱ」受講（筑附）

「最大最小と不等式 C」受講（麻布）

9

10

高１数学

コースのご案内

今までの学習進度に合わせて、４つのコースがあります。

冬期講習は、９‑11月期からの継続生や、１月からの新規入会を検討されている方を対象に開講されていますが、単独での
受講も承っています。

YES
DEコース

数Ⅱ微分法・
平面ベクトルの
両方が既習
NO

数Ⅱの三角関数・
図形と式の両方が
既習

YES

平面ベクトルが既習
or
冬期講習で
「平面ベクトル」を受講

YES
Sコース

Rコース

多項式の微分（数Ⅱ）の知識を前提に、積分について講義します。多くの教科書では∫a f (x) dxの式においてdxが飾り
物的に扱われていますが、その意味を理解して初めて、体積を積分で求められる理由が分かるのです。ＳＥＧでは「２
つの量の間の局所的な正比例関係から、大局的な関係を求める」という定積分の急所を理解してもらいます。自然科
学を学習していくうえでの土台となる「微積分」の根幹をＳＥＧで習得してください。
前提知識 数Ⅱの微分

高１数学Ｓ 指定講習
180分×4日間

微分入門 S

クラスレベル▶ D 基礎 E 上級

高１の１年間で数Ⅱ・数Ｂの主要部分を学ぶコースです。１‑２月期は空間ベクトルを学習し、新高2の春期講習から
高２数学EFGコース（理系）またはLMコース（文系）に接続します。
冬期講習は 積分入門Ｄ/Ｅ を受講してください。
1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

●高１数学Ｓコース新規入会希望者、９‑11月期在籍者のための講座です。
与えられた関数の挙動・グラフを調べるには、どうすれば良いでしょうか。１次、２次関数であれば学習済みですが、
３次以上の関数や、
多項式で表されない関数ではどうでしょうか。その考え方が、微分法です。この講座では、微分法（数
Ⅱ）の概念についての直感的理解を目標とします。そのうえで、
「微分した関数」
（導関数）と元の関数の対応、接線
の求め方、導関数の計算規則、最大最小・方程式・不等式への応用などを学びます。
高１数学Ｒ 指定講習
180分×4日間

多項式と因数定理 R

数Ⅱの三角関数・図形と式が既習の方を対象とし、冬期・１‑２月期で、数Ⅱの微積分を学ぶコースです。新高２の春

●高１数学Ｒコース新規入会希望者、９‑11月期在籍者のための講座です。

期講習から高２数学EFGコース（理系）またはLMコース（文系）に接続します。

Ax n +Bx n -1+…+Kx 2 +Lx+M（A 〜 Mは定数、nは0以上の整数）の形をした式のことを、変数xの多項式といいます。こ

冬期講習は 微分入門S を受講してください。平面ベクトルが未習の方は 平面ベクトル（13ページ）も受講してくださ

の講座では、加減乗除の計算から一致の定理に至るまで、多項式特有の問題を取り上げます。複雑な数式が、理論
のおかげで瞬時に単純化される醍醐味を味わうとともに、計算力と抽象的思考力を身につけてもらいます。

い。

高１数学Rコース

1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

三角関数

高1数学Ｚ 指定講習
180分×4日間

数Ⅰ・数Ａが既習、数Ⅱ・数Ｂをあまり学習していない方を対象とするコースです。１‑２月期は確率を学習し、新高２

●高１数学Ｚコース新規入会希望者のための講座です。

の春期講習から高２数学RSコースに接続します。

三角関数の基本から発展事項を講義・演習します。cosθ, sinθを「直角三角形の２辺の比」としてとらえるだけでな
く、
「円周上の動点の座標を表す関数」ととらえることで、基本性質が容易に理解でき、幅広い応用が可能となります。
この講座では、加法定理・合成などに加え、図形問題への応用を講義・演習します。

冬期講習は 多項式と因数定理Ｒ を受講してください。数列が未習の方は 数列（13ページ）も受講してください。

高１数学Zコース

1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

前提知識 三角比

数Ⅰ・数Aは一通りが既習だが数Ⅱ・数Bについてはほとんど学習していない方を対象とし、冬期・１‑２月期で数Ⅱの

数Ⅰ・数Ａ応用演習

三角関数・図形と式を学ぶコースです。新高２の春期講習から高２数学RSコースに接続します。
冬期講習は 三角関数 を受講してください。数列が未習の方は 数列（13ページ）も受講することをお勧めします。

DE

春期講習

４ｰ６月期

夏期講習（前期・後期）

９ｰ 11月期

冬期講習

１ｰ２月期

３時間×５日

3時間×12週

3時間×5日×2

3時間×12週

3時間×4日

3時間×7週

指数・対数関数

図形と式、
三角関数

数列、
論理と図形

微分（数Ⅱ）
平面ベクトル

積分（数Ⅱ）

空間ベクトル

図形と式（続編）、
平面と空間のベクトル

微分（数Ⅱ）
オプション：数列

微分・積分
（数Ⅱ）

数列、
図形と式（続編）

多項式と
因数定理

場合の数と
確率

三角関数

図形と式

S
整数と合同式

R

三角比、
三角関数、
２次関数

指数・対数関数、
図形と式

Z

1

数学

NO

1/10（木）
開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

高１数学Sコース

●高１数学ＤＥコース新規入会希望者、９‑11月期在籍者のための講座です。
b

※上記にあてはまらない方、迷われる方向けに「判定問題」を用意しています。受付にお問い合わせください。
いずれのコースも、高２の11月までに高校数学のほぼ全範囲を修了します。
高２の冬からクラスを再編し、大学受験に向けての講義・演習を行います。

高１数学DEコース

高１数学Ｄ/Ｅ 指定講習
D 基礎 E 上級 180分×4日間

積分入門 D/E

高

Zコース

NO

高２数学
EFG（理系）/
LM（文系）
コースに接続
高２数学
RS（理系・文系）
コースに接続

13ペー
※未習部分がある場合、指数・対数関数 数列 平面ベクトル については冬期特別講習で学習することができます。詳しくは、
ジをご覧ください。

11

高１数学

冬期講習講座案内

高１〜高２数学 特別講習
180分×4日間

「数Ⅰ・数Ａの基本問題はスラスラ解ける」という方を対象に、難易度の高い応用問題（大学入試レベルを含む）を解
くことに重点を置いた演習形式の講座です。まずはノーヒントで問題に取り組み、手も足も出ない問題についてはヒン
トをもらったうえで自分でさらに考える、という手順で難易度の高い問題に取り組む力を鍛えましょう。

数Ⅰ・数Ａトレーニング

高１〜高２数学 特別講習
180分×4日間

数Ⅰ・数Ａの範囲の基本問題を中心に、応用問題も含めてたっぷりと演習を行います。各自のペースで問題を解き、
その場で個別にアドバイスを受けるという授業で、確実なレベルアップを目指しましょう。この時期に数Ⅰ・数Ａをしっ
かりと身につけておきたい方にお勧めです。
※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。
冬期講習の講座案内は、次ページへ続きます
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高１数学

2018

冬期講習講座案内

合格者の声

高１数学 特別講習
180分×4日間

整数と論証

整数については一通りのことを学習済み、という方も、下に挙げたような「論証せよ」という問題になると、
「何をどう
すれば良いのか見当もつかない」となりがちです。この講座では、普段学校では「当たり前のこと」として習う素因数

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る

ＳＥＧで良かったことの一つは、知的好奇心を刺激してくれる授業を

分解の一意性を割算の基本定理から導くなど、基本的な性質からさまざまなことが導かれることを体験してもらいます。

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

その体験を通じて、整数の世界で物事を論じる力を鍛えましょう。知れば知るほど深い整数の魅力をみなさんも味わっ

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

てみませんか？

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

高

してくれました。

Q.1 a, b が正の整数で、
（aとa+7 の最小公倍数）=（bとb+7 の最小公倍数）であるとき、a=bであることを示せ。

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、

1

数学

Q.2 フィボナッチ数列：1,1, 2,3,5,8,…の項で、下４桁が9999であるものが存在することを示せ。

とも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
高１数学 特別講習
180分×4日間

指数・対数関数

●未習部分を補う講座です。
「一度習ったが理解が不十分」という方にもお勧めします。

近藤 和志 さん

た。数学好きが集まるなかで、自分も楽しく学ぶことができました。

東京大学理科Ⅰ類進学（開成卒）

指数法則は、分かったつもりでも実は高校数学で特につまずきの元になりやすい項目です。この講座では、指数法
則をバクテリアの増殖の例で説明し、直感的に理解してもらうのと同時に、自在に指数法則を使いこなせるようになっ
てもらいます。これにより、対数の計算規則も容易に理解でき、応用も自在にできるようになるはずです。応用例は、
楽器の形状と音程、ケプラーの第３法則、ベンフォードの法則などを予定しています。
高１〜高２数学 特別講習
180分×5日間

数列

先に弟が通っていて、私も中３の冬から通うことにしましたが、読書

楽しみながら通っているうちに
いつの間にか勉強も面白くなった

好きの私の方が多読の授業に夢中になってしまいました。大好きな本の
原書がたくさん読めるからです。
ＳＥＧはクラス全体の仲が良く、ネイティブパートの授業は最初、ゲー
ムなどが主だったため、勉強しているというより遊びに行っているよう

●未習部分を補う講座です。
「一度習ったが理解が不十分」という方にもお勧めします。

な感覚でした。なので、ＳＥＧに行くのが毎回楽しみだったことを覚えて

無限に数が並ぶ数列を表すにはどんな方法があるでしょうか？ そのひとつである再帰的定義の概念（漸化式）を紹介

います。

し、さらには再帰的定義で与えられた数列をnの具体的な式で表し直す方法をマスターしてもらいます。また、∑ 記法

ＳＥＧの授業は、いわゆる受験向けのテクニックを教えるのではなく、

といろいろな数列の和の求め方についても講義します。高１数学Ｒコース新規入会希望で数列が未習の方は、必ず受

本質を突いた教え方をしてくれるため、飽きずに興味を持って学ぶこと

講してください（１‑ ２月期の授業の前提知識となります）
。

ができ、雑談さえも面白いものでした。生徒と先生の距離もとても近く、
高１〜高２数学 特別講習
180分×4日間

平面ベクトル

渡辺 夏希 さん
東京大学文科Ⅰ類進学（豊島岡女子卒）

話しかけやすい雰囲気だったため、疑問が湧いたときはその日のうちに
質問に行き解消することができました。
楽しみながら通っているうちに、いつの間にか勉強そのものが面白く
感じられるようになる─ＳＥＧは私にとってそんな塾でした。

●未習部分を補う講座です。
「一度習ったが理解が不十分」という方にもお勧めします。
ベクトルが未習の方、あるいは学校で一応習ったけれどよく分からなかった方を対象とする講座です。ベクトルを伸ば
す・つなぐから始めて、ベクトルの１次結合、１次独立、内積の図形的意味、内積の計算法とその応用について講義・
演習します。

個性的な先生の授業に引き込まれ
楽しみながら学力が伸長

前提知識 三角比

友達からＳＥＧの評判を聞いて入塾しました。表面的な知識を得るだ
けでなく、そこにたどり着く理論まで丁寧に教えていただけるので、内
容がスムーズに頭に入り、確実に知識を定着させることができました。

この他に、 ＪＭＯ（日本数学オリンピック）一次予選対策演習（29ページ）があります。

なかでも、化学の授業には、いつも引き込まれました。先生からは化

※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

学という科目を学ぶ楽しさを教えていただきました。多糖の説明をする
ときに、黒板の前を走ったり、飛んだりしながら、一所懸命解説してく
ださったのがとても印象に残っています。

受講生の声

また、ＳＥＧの物理の授業を受けたことで、最も苦手な科目だった物
●ただ解法を説明するのではなく、さまざまな問題に共
通する根本的な部分を重点的に説明してくれたのが新
鮮だった。初見の問題にも対応できる力が養えると感じ
た。

「積分入門 E」受講（麻布）

● 考え方を導入する時に、今まで習ったことで考えてから、
より良い方法として新しい解き方を教えてもらったので

●別解をかなりたくさん解説してくれたことが良かったで
す。

理を得意科目に変えることができました。先生には毎回、自分が物理と

「多項式と因数定理 R」受講（私）芝）

●加法定理の証明を自分でできるようになり、忘れても自
分で作れるようになったため、暗記する必要がないと

恩田 玲央 さん
東京工業大学第３類進学（本郷卒）

いうものをいかに理解していなかったかを気づかされました。
ＳＥＧの先生の授業はどれも個性的で引き込まれるものばかりです。
楽しみながら授業を受けていれば、十分受験で戦える力が得られます。

思った。３時間があっという間で、毎回の授業に集中
できた。

「三角関数」受講（日比谷）

理解しやすかった。 「微分入門 S」受講（女子学院）
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中１〜中３数学Extreme

冬期講習講座案内

中１〜中３数学道場

〜いざ、尋常に勝負！〜

冒険は、自由だ！
〜数学＝実
実験＋発見＋大冒険
険〜
〜数学＝実験＋発見＋大冒険〜

この講座では、腕に自信のある、数学大好きな中学１年生から中学３年生を対象として６時間ひたすら難

まずは、手を動かすこと！
有する喜びを味わい、普段の生活の中では、自分ひ

問に取り組んでいただきます。

／数学道場
Extreme

中学生でも解ける、高校３年生でも解けない……
そんな問題たちに立ち向かい、頭のてっぺんから湯気を出してみませんか？

数学

数学Extremeコースは、
「実験・発見・大冒険！」をスローガンに、数学をあくまで単なる素材ととらえ、
中学生の時につけておくべき思考力・発想力を磨き上げることを目指した、独自のカリキュラムのコースで
す。ただ並んでいる問題を解いていったり、知識を詰め込んでいくだけではなく、一つひとつの問題で味わっ
たことをもとに、新たな解法を探究したり、一歩先の問題を自ら作り出したり、ということに重きを置いて
授業が進んでいきます（みんなが興味を示さない問題は、とばしてしまうこともあります！）。数学の問題
の上を自由に冒険していくのです。時に、解決するかどうか、生徒のみならず講師も分からないような問題
に取り組んだりすることも！ 先生と生徒の真剣勝負の場、それが「数学Extreme」の教室です。

まず前半３時間では、12問の問題を解いていただき、正解数に応じてみなさんの数学段位を認定します

取り組む問題を自分のものにするには、何より、そ

とりでじっくりと問題を考えることで、数学力に加え

の問題と密に接することが肝要です。Extremeの授

て、応用力・発想力・表現力を伸ばしていくことがで

いただいたり、講師もそれに混じったりしつつ、一緒に数学の面白さを味わう午後を過ごしたいと思います。

業では、まずは紙の上で生徒のみなさんに「実験して

きます。月に１回の開講ですから、みんながライバル、

各学年向けの３つの講座を用意しました。どれも昨年の数学道場と異なる問題ですので、2017年度に

もらう」ことをとても大切にします。例えば、
「２100 の

というより、みんなが友達、といった雰囲気の教室に

10の位は？」という問題に出くわしたのなら、何はとも

なります。まさに、数学クラブのイメージです。

（道場ですからね！）
。休憩をはさんだ後半３時間では、みなさんが答を導くに至った過程などをお話しして

参加された方もふるって挑戦してください！
数学の猛者たちの挑戦をお待ちしております！

あれ「2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ……」と、２の累乗
数を実際に列挙していってもらったりします。答を出す

可能性は無限大！

中1生のための数学道 場2018

ことよりも、答を出すとっかかりを見つけてもらう、と
いうことを大切にするということです。もちろん、考え

数学Extremeコースは、数学のエリートのみを集め

方を講師が生徒に伝えてしまうのが、
「解けるようにな

たクラスではありません。考え方を共有したり、数学そ

る」にはもっとも早いわけですが、通常の「数学の授

のものを楽しむことに、点数のうえでの「頭の良さ」は

業」ではできない遠回りをすることは、何か規則を見

必ずしも必要がないからです。ですが、自ら興味を持っ

中2生のための数学道 場2018

つける、見つける喜びを得られることにつながります

て問題に取り組む意欲のある生徒さんにとっては、こ

360分×１日間

（時に、とんでもなく脱線する＝思いもよらない話へと

れ以上ないチャンスの場であるともいえます。毎回、教

進んでしまう、こともあります）
。

室の中で取り組める問題は少数ですが、自習用（とい
うより、自ら取り組むための）問題や、授業で登場する、

基本は月１回！ 数学クラブの感覚で！
数学Extremeコースは、基本的に月１回（原則日

=  :8->7 

り合える仲間がいる場所がExtremeの教室なのです。

曜日）のペースで開講されます。開講回数が少ない

実際に、数学オリンピックや広中杯（全国中学生数学

分、１回の授業は５時間半〜６時間（休憩時間を含む）

大会）で、過去そして現在、数多くの入賞者が現れる

と、やや長めになっています。Extremeの教室では、

のも、彼らが彼らなりにExtremeの場を活かしてくれ

仲間とともに、自ら解決する喜び、他者の考え方を共

ていたということでしょう。

H<
 =  :8->7 
@19+#B."E59;
#4!"


中3生のための数学道 場2018

*F# H< #

3?#6D

360分×１日間

その場で出てくる「謎」は、非常に刺激的なものばかり
です。そして、そういった問題一つひとつを共有し、語

G

360分×１日間

C9  A / @
%'$ &

※各講座対象学年の方のみ受講可能です（飛び級・下り級での受講はできま

=  :8->7 
20(),

せん）。

お名前と段位を入れた
認定書をお渡しします！

数学Extremeコースのカリキュラム等、詳しくは専用のご案内プリント・Webをご覧ください。
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英語多読

英語多読
問題集をやるより、洋書を読もう！
英語を学ぶ目的って、何でしょう？ 入試問題を練習

多読コースでは、高１から高３の３年間で 100 万語以

し、入学試験で良い点を取ることでしょうか？ それも必

上を多読し、その中で、大学入試に必須となる基本的

要ですが、それ以上に、英語を使って他の国の人々と交

な表現を自然に覚えていきます。単語を覚えて文法問

流し、より良い世界を創っていくことではないでしょう

題演習を行うのに比べて、一見遠回りに見えますが、３

か？

つの大きなメリットがあります。

日本に住んでいると、日常的に英語を使ってコミュニ
ケーションする機会はなかなかありませんが、英語の本
を読み、英語で感動し、英語で知識を増やすことなら
いつでもどこでもできるのです。ＳＥＧの多読クラスで、
ネイティブ講師から直接英語で習い、そして、自分が
読めるやさしいレベルの本から、読める本のレベルを少

こんな洋書、原書で読んでみませんか？

高２から徐々に受験対策にもシフト

（１）英単語の、実際の英文の中での使われ方を含め
た「幅広い意味」が身につく
（２）自然な単語の組み合わせ表現に大量に触れるこ
とで、速読力がつく
（３）長文に慣れることにより、長文を訳さずに直読
直解で読めるようになる

しずつ上げていけば、受験前までには英文を速くしっか

かなり複雑な英文を、英語のまま理解できるようにな

り読めるようになるだけでなく、英語の読書を楽しめる

れば、入試に必要な文法・語彙・精読・和訳は高２に

ようになります。それと併行して、少しずつ受験のため

なってから集中的に学習するだけで、東大・国立大医学

の英語の勉強もしていくのが、ＳＥＧの英語多読コース

部・難関私立医学部等に十分合格可能です。

です。

主任講師からひとこと
英語多読

英語が得意でも退屈しません！

双方向の授業で楽しく英語を話そう
帰国生の方、あるいは、今まで文法中心に英語を学び、
200 語程度の短文であればある程度難しくても読める

次の洋書は、ＳＥＧの英語多読クラスで実際に読まれている本の一例です。

方は、短期間の訓練で速く・正確に読めるようになりま
す。多読クラスは個別指導なので、読める方にはどんど
ん難しい本も読んでもらいます。従って、英語が得意な
方でも退屈することはありません。

英語を学ぶのに、語彙や文法を習得することは
必要ですが、暗記が最善の方法ではありません。
言葉を習得するには、実際に使うことが大事です。
ＳＥＧでは、
「多読」と英語を母語とするネイティ
ブの先生の「授業」で、大量の生の英語に触れま
す。
「授業」といっても、
「講義」形式ではありませ
ん。クラスで、先生と生

ネイティブ講師の授業との組み合わせで
発信力も強化

徒 が 一 緒になって、登
場人物を設 定し英語で
物語を作ったり、イラス

中１から高１までの全学年で、ネイティブ講師による
「会話・作文演習」と、日本人講師による「読書指導」
のペアの授業を展開しています。ネイティブ講師による
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Dinosaurs Before Dark

The Witches

Glee

Wonder

授業では、流暢に話す・書くことに特に重点をおいてい

著者：Mary Pope Osborne
YL 2.5 4,750 語

著者：Roald Dahl
YL 5.0 36,547 語

シリーズ：SCE2
YL 2.8 7,106 語

著者：R.J.Palacio
YL 6.0 73,053 語

ます。なお、中 2・中３・高１には、日本人講師による

小学生の時に読んだマ
ジック・ツリー・ハウス
シリーズを英語のまま読
めるようになったのは感
慨 深 い で す。 ま だ、10
巻までですが、54 巻ま
で全部読んでみたいで
す。
（中３・麻布）

すごーく面白かった。魔
女の特徴とか分かりやす
くて覚えてしまった。今
まで読んだ本の中で（日
本語も含めて）一番面白
いかもしれない。
（高１・雙葉）

アメリカのある高校の合
唱部を舞台にした学園ド
ラマの小説版です。主人
公達がほぼ同世代なの
で、 自 分 も そ の 学 校 に
通っている気分になって
楽 し め ま す。SCE の シ
リーズは映画や TV もの
が多く、みなさんにもお
勧めです。（中３・桜蔭）

生まれたときから病気で
頭蓋骨が変形していた子
どもが、初めて学校に通
い、そこで起こるいろい
ろな差別・騒動を子供目
線で描いた作品。高１・
高２・高３でもっとも読
まれている本です。この
春、映画版が日本でも公
開されました。
（多読科講師・古川）

「読書指導」に特化した「英語多読多聴 R クラス」も用

トや映像を観て、みんな
で話し合う生徒参加型
の「授業」です。楽しい
Activities で、英語が話
せることを目指します。

ネイティブ主任講師
Mark Koopman
University of British Columbia 卒

意されています。
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中１英語多読

コースのご案内

中１英語多読

冬期講習講座案内

語学の学習は継続が力です。毎年、冬期講習に引き続き、１月から多くの方が受講を開始しています。思い立った
英語多読クラスでは、CDプレーヤーを使って授業を行います。CDプレーヤーはＳＥＧで用意していますが、 Ⓐ

時が始める好機です。冬期講習が受講できない場合は、１月から入会することもできます。

お願い イヤホンはご自分の耳のサイズに合ったものをご用意ください。また、イヤホンは先端がⒶタイプのもの

Ⓑ
２本線

３本線

をご用意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）はＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

クラスレベル▶ A 基礎

中１英語多読ABCコース

B 中級

C 上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

授業は、日本人講師による多読の個別指導（80 分）
、ネイティブ講師による会話と文法の指導（80 分）の組み合わせ
です。冬期 中１英語多読 AB プラス を受講された場合には、入会試験が講習に付属しています。それ以外の場合に
は、別途、入会試験を受験してください。試験結果により、A（基礎）
、B（中級）、C（上級）の３レベルにクラス分け
します（１クラス 8 〜 14 名程度）。英語多読クラスの実際の授業については、ＳＥＧホームページの［授業レポート］
（http://www.se㷅.co.jp/reports/）をご参照ください。

中１英語多読ABプラス

入会試験付

中１英語多読 新規生専用講習
基礎〜中級 180分×４日間
指導時の言語：英語・日本語 定員：12 名程度

●中１英語多読新規入会希望者のための講座です。
日本人講師による多読指導と、ネイティブ講師による会話・文法・Writin㷅授業のセット授業です。多読では、各自の
英語力・興味にあわせて、個別に選書指導し、授業中に読んでもらいます。ネイティブ講師は、TPRSメソッドを取り
入れた生徒参加型の授業で、過去形・過去進行形を主とした演習を行います。講座最終日に、入会試験を兼ねた実

使用教材（ネイティブパート）
冬期講習

１ｰ２月期

３時間×４日

３時間×７週

C

SEG中1英語C用オリジナルプリント

A/B

SEG中1英語AB用オリジナルプリント

力試験を行います。

中１英語多読A/B/C

中１英語多読Ａ/Ｂ/Ｃ 指定講習
A 基礎 B 中級 C 上級 180分×４日間
指導時の言語：英語・日本語 定員：12 名程度

●中１英語多読９‑11月期在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。

冬期講習受講ガイド

授業の半分の時間を使って、各自の英語力・興味にあわせて個別に選書指導します。授業時間の残りの半分は、ネ
イティブ講師が文法と英会話を英語で指導します。Ｃクラスでは、関係代名詞の用法を中心に、Ａ/Ｂクラスでは、過
去形と過去進行形の用法を中心にTPRSメソッドで演習します。１月からの受講を希望される方は、講習とは別日に
個別にご相談ください。

行われる入会試験を受験してください。Ｃは英語が得意で英検準２級〜２級程度の英語力がある方、Ｂは英語が得意
冬期講習

英検準２級〜２級程度の
英語力がある

１‑２月期

な方、Ａは英語がやや苦手な方のためのクラスです。

中1英語多読C

中１英語文法速習講座
英語は学校で得意な方

中１英語多読

帰 国 生等で英 検 準１級
程度の英語力がある

多読未経験の方

中1英語多読ABプラス

SEGで多読経験のある方

中1英語多読Ｂ

多読未経験の方

中1英語多読ABプラス

SEGで多読経験のある方

中1英語多読A

中１英語多読 特別講習
180分×４日間
指導時の言語：日本語

中１英語多読

日本人が間違えやすい文法事項を日本語で解説します。主な項目は、助動詞、比較級と最上級、不定詞、動名詞、

ABCコース

再帰代名詞で、中１英語多読Ａ/Ｂの９‑11月期〜冬期に学習する過去形・過去進行形・be 㷅oin㷅 toを用いた未来表
現・接続詞などもカバーします。演習用のテキストとして『モジュール式英語の基礎』
（金星堂）を教室で配布します。

英語はやや苦手

図表などを用いて分かりやすく説明した後、基本問題から応用問題まで演習を行い、英語の 仕組み をしっかり理
解できるようにします。冬期 中1英語多読A/B の受講前でもご受講いただけます。
※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

受講生の声
● 学校ではあまり英語の本を読む機会がなかったので、そ
れをこの授業でできて良かった。
「中１英語多読 ABプラス」受講（駒場東邦）
● 自分のレベルに合った面白い本を選んでくれるので読み
やすかった。 「中１英語多読 ABプラス」受講（海城）

● 毎日いろいろな本を楽しみながら読めるとともに、ネイ
ティブや周りの人たちと意見を交換できる点が良かった。
「中１英語多読 C」受講（筑駒）
● 多読パートでは面白い本を先生が選んでくださったので、
家庭学習もしっかり取り組むことができました。また、
ネイティブパートではビデオやゲームがとても面白く、楽
しんで授業を受けることができました。
「中１英語多読 B」受講（豊島岡女子）
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中２英語多読

コースのご案内

中２英語多読

冬期講習講座案内

語学の学習は継続が力です。毎年、冬期講習に引き続き、１月から多くの方が受講を開始しています。思い立った
英語多読クラスでは、CDプレーヤーを使って授業を行います。CDプレーヤーはＳＥＧで用意していますが、 Ⓐ

時が始める好機です。冬期講習が受講できない場合は、１月から入会することもできます。

お願い イヤホンはご自分の耳のサイズに合ったものをご用意ください。また、イヤホンは先端がⒶタイプのもの

Ⓑ
２本線

３本線

をご用意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）はＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

クラスレベル▶ B 基礎

中２英語多読BCDコース

C 中級

D 上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

授業は、日本人講師による多読の個別指導（80 分）、ネイティブ講師による会話と英作文の指導（80 分）の組み合わ
せです。冬期 中２英語多読 BC プラス を受講された場合には、入会試験が講習に付属しています。それ以外の場
合には、別途、入会試験を受験してください。試験結果により、B（基礎）、Ｃ（中級）、D（上級）の３レベルにクラス
分けします（１クラス 8 〜16 名程度）。なお、
授業の様子については、言語学者 Poulshock 博士のブログ記事（http://
www.ilin㷅uist.net/se㷅/）が参考になります。

中２英語多読BCプラス

中２英語多読 新規生専用講習
基礎〜中級 180分×４日間
指導時の言語：英語・日本語 定員：12 名程度

入会試験付

●中２英語多読新規入会希望者のための講座です。
日本人講師による多読指導と、ネイティブ講師による会話・文法・Writin㷅授業のセット授業です。多読では、各自の
英語力・興味にあわせて、個別に選書指導し、授業中に読んでもらいます。ネイティブ講師は、TPRSメソッドを取り
入れた、生徒参加型の授業を行います。講座最終日に、入会試験を兼ねた実力試験を行います。

使用教材（ネイティブパート）
冬期講習

１ｰ２月期

３時間×４日

３時間×７週

D

SEG中2英語D用オリジナルプリント

B/C

SEG中2英語BC用オリジナルプリント

英語多読多聴入門

中２〜高１英語多読 新規生専用講習
基礎〜上級 180分×４日間
指導時の言語：日本語 定員：14 名程度

入会試験付

●中２〜高１の英語多読新規入会希望者のための多読多聴専科講座です。

英語多読多聴Ｒコース

クラスレベル▶ R 基礎〜上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

中２〜高１生を対象に、多読（英語の大量読書）・多聴（CD を聴きながらの読書）を集中的に行うクラスです。英語
中に集中的に多読したい方に向いています。３時間の授業時間のうち、およそ２時間を授業内多読の個別指導とし、

なやさしい絵本から始めることにより、
「英語を日本語に訳さず理解する」とはどういうことかを体感してもらい、読解
力の基礎を固めます。
※多読の個別指導に特化したクラスのため、ネイティブ講師の授業はありません。
※講座最終日に１‑ ２月期のクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います（１‑ ２月期のクラスは英語多読多聴R、中２
英語多読B/C/Dのいずれかにクラス分けします）
。

中２英語多読

への苦手意識が強い方、英語が得意でＳＥＧでは読書を集中的にしたい方、家では読書の時間がとれないので授業

多読・多聴に特化し、日本人講師が選書指導を行います。各自が辞書なしで楽に読めるOxford Readin㷅 Treeのよう

残りの時間でシャドーイングや英語の DVD 鑑賞等を行います。冬期 英語多読多聴入門 を受講された場合には、入
会試験が講習に付属しています。それ以外の場合には、別途、入会試験を受験してください。

中２英語多読 B/C/D 〜受動態の活用〜

※冬期講習の「英語多読多聴Ｒ」は、中３・高１対象の講座ですのでご注意ください。

中２英語多読Ｂ/Ｃ/Ｄ 指定講習
B 基礎 C 中級 D 上級 180分×４日間
指導時の言語：英語・日本語 定員：14 名程度

●中２英語多読９‑11月期在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。

冬期講習受講ガイド

授業の半分の時間を使って、各自の英語力・興味にあわせて、個別に選書指導をします。授業時間の残りの半分は、
ネイティブ講師が、読む・聴く・話す・書く・文法（特に受動態）をTPRSメソッドを取り入れて指導します。１月からの受

多読（英語の大量読書）
・多聴（ＣＤを
聴きながらの読書）を冬休みに集中的
に行いたい。
帰 国 生等で英
検 準１級 程 度
の英語力がある

冬期講習

１‑ ２月期

英語多読多聴入門

英語多読多聴
Ｒコース

講を希望される方は、講習とは別日に行われる入会試験を受験してください。Ｄは英語が得意な方、Ｃは英語がやや得
意な方、Ｂは英語にやや苦手意識をもっている方のためのクラスです。

中２英語文法速習講座

個別にご相談ください。

中２英語多読 特別講習
180分×４日間
指導時の言語：日本語

日本人が間違えやすい文法事項を日本語で分かりやすく解説します。扱う項目は、関係詞、仮定法、間接疑問文・話法、

多読・多聴と、会
話・文法・精読の
学習を併行して行
いたい。

英検２級〜準１
級程度の英語
力がある
英検３級〜準２
級程度の英語力
がある

英語は
やや苦手
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使役動詞、知覚動詞、接続詞、前置詞です。演習では定型的な和文英訳を通じて、基礎的な英作文の力も養います。

中２英語多読Ｄ
中２英語多読
BCDコース
多読未経験の方

中２英語多読ＢＣプラス

SEGで多読経験のある方

中２英語多読Ｃ

多読未経験の方

中２英語多読ＢＣプラス

SEGで多読経験のある方

中２英語多読Ｂ

この他に、英検対策講座（2級・準１級 Writin㷅/面接）
（29ページ）があります。
※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

受講生の声
● 文法などの普段の英語の授業と違い、英語に親しみな
がら本を読むことで自然に英語が頭に入った。
「中２多読 BCプラス」受講（駒場東邦）

● ORTなどの正しい読み方が分かりました。楽しみながら
読むことができたので良かったです。
「英語多読多聴入門」受講（田園調布雙葉）
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中３英語多読

コースのご案内

中３英語多読

冬期講習講座案内

語学の学習は継続が力です。毎年、冬期講習に引き続き、多くの方が１月から受講を開始しています。思い立った
英語多読クラスでは、CDプレーヤーを使って授業を行います。CDプレーヤーはＳＥＧで用意していますが、 Ⓐ

時が始める好機です。冬期講習が受講できない場合は、１月から入会することもできます。

お願い イヤホンはご自分の耳のサイズに合ったものをご用意ください。また、イヤホンは先端がⒶタイプのもの

Ⓑ
２本線

３本線

をご用意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）はＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

クラスレベル▶ C 基礎

中３英語多読CDEコース

D 中級

E 上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

授業は、日本人講師による多読の個別指導（80 分）、ネイティブ講師による会話と英作文の指導（80 分）の組み合わ
せです。冬期 英語多読多聴入門 を受講された場合には、入会試験が講習に付属しています。それ以外の場合には、
別途、入会試験を受験してください。試験結果により、
C（基礎）、D（中級）、E（上級）の３レベルにクラス分けします（１
クラス 10 〜 16 名程度）。なお、授業の様子については、言語学者 Poulshock 博士のブログ記事（http://www.
ilin㷅uist.net/se㷅/）が参考になります。

英語多読多聴入門

中２〜高１英語多読 新規生専用講習
基礎〜上級 180分×４日間
指導時の言語：日本語 定員：14 名程度

入会試験付

●中２〜高１の英語多読新規入会希望者のための多読多聴専科講座です。
多読・多聴に特化し、日本人講師が選書指導を行います。各自が辞書なしで楽に読めるOxford Readin㷅 Treeのよう
なやさしい絵本から始めることにより、
「英語を日本語に訳さず理解する」とはどういうことかを体感してもらい、読解
力の基礎を固めます。

使用教材（ネイティブパート）
冬期講習

１ｰ２月期

３時間×４日

３時間×７週

D/E

SEG中3英語DE用オリジナルプリント

C

SEG中3英語C用オリジナルプリント

英語多読多聴Ｒコース

※多読の個別指導に特化したクラスのため、ネイティブ講師の授業はありません。
※講座最終日に１‑ ２月期のクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います（１‑ ２月期のクラスは英語多読多聴R、中３
英語多読C/D/Eのいずれかにクラス分けします）
。

クラスレベル▶ R 基礎〜上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

中３英語多読C/D/E 〜英語で物語を書いてみよう！〜

中３英語多読Ｃ/Ｄ/Ｅ 指定講習
C 基礎 D 中級 E 上級 180分×４日間
指導時の言語：英語・日本語 定員：14 名程度

●中３英語多読ＣＤＥコース９‑11月期在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。
授業の半分の時間を使って、各自の英語力・興味にあわせて、個別に選書指導をします。多読経験の有無は問いませ

への苦手意識が強い方、英語が得意でＳＥＧでは読書を集中的にしたい方、家では読書の時間がとれないので授業

ん。授業時間の残りの半分は、ネイティブ講師が、英語での物語作り（Creative Writin㷅）を通じて、読む・聴く・話す・

中に集中的に多読したい方に向いています。３時間の授業時間のうち、およそ２時間を授業内多読の個別指導とし、

書くの４技能を伸ばします。１月からの受講を希望される方は、講習とは別日に行われる入会試験を受験してください。

残りの時間でシャドーイングや英語のDVD鑑賞等を行います。冬期 英語多読多聴入門 を受講された場合には、入

Ｅは英語が得意な方、Ｄは英語がやや得意な方、Ｃは英語にやや苦手意識をもっている方のためのクラスです。

中３英語多読

中２〜高１生を対象に、多読（英語の大量読書）・多聴（CDを聴きながらの読書）を集中的に行うクラスです。英語

会試験が講習に付属しています。それ以外の場合には、別途、入会試験を受験してください。

英語多読多聴Ｒ

冬期講習受講ガイド

英語多読多聴Ｒ 指定講習
基礎〜上級 180分×４日間
指導時の言語：日本語 定員：14 名程度

●英語多読多聴Ｒコース９‑11月期在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。
多 読 が 初めて / 多 読（英 語 の大 量 読 書）
・多聴
（ＣＤを聴きながらの読書）を冬休みに集中的に
行いたい。

多読・多聴と、会
話・文法・精読の
学習を併行して行
いたい。

冬期講習

１‑ ２月期

英語多読多聴入門

英語多読多聴
Ｒコース

継続生のための、多読多聴集中クラスです。現時点で楽に読める本から始め、レベルを上げていきます。多読は個別
指導ですので、新規生の参加も可能です。
この他に、英検対策講座（2級・準１級 Writin㷅/面接）
（29ページ）があります。

帰国生等で英検準１級程
度の英語力がある

個別にご相談ください。

英検２級以上の英語力が
ある

中３英語多読Ｅ

※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

受講生の声

中３英語多読
ＣＤＥコース

英検準２級程度の英語力
がある

中３英語多読D

英語は、やや苦手

中３英語多読Ｃ

● 先生が個別に適切なレベルの本を提示してくださったの
で、多読を自然と楽しむことができて良かった。
「英語多読多聴入門」受講（聖光学院）
● 普段の学習ではすることのないような経験ができ楽し
かった。もっと英語に触れたいと思った。
「中３英語多読Ｅ」受講（桜蔭）

※受講クラスを迷われる方のためにWebに「判定問題」を掲載しています。
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→［英語多読総合案内］→［冬期講習講座案内］→［中３英語多読］

● 多読では、とても簡単で分かりやすい本の中にも、深い
意味があることを何度も学ばされた。ネイティブパートで
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は、コミュニケーションや、他人との意見の交流などから、
多様な考え方を知ることができた。
「中３英語多読 D」受講（海城）
● 輪読したり、シャドーイングをしたり、学校では学べな
い形で英語に触れられて良かった。ネイティブパートでは、
分からない単語をやさしい英語で噛み砕いて教えてくだ
さったり、文章を作る練習ができて楽しかった。
「中３英語多読 D」受講（東洋英和）
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高１英語多読

コースのご案内

高１英語多読

冬期講習講座案内

語学の学習は継続が力です。毎年、冬期講習に引き続き、多くの方が１月から受講を開始しています。思い立った
英語多読クラスでは、CDプレーヤーを使って授業を行います。CDプレーヤーはＳＥＧで用意していますが、 Ⓐ

時が始める好機です。冬期講習が受講できない場合は、１月から入会することもできます。

お願い イヤホンはご自分の耳のサイズに合ったものをご用意ください。また、イヤホンは先端がⒶタイプのもの

Ⓑ
２本線

３本線

をご用意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）はＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

クラスレベル▶ D 基礎

高１英語多読DEFコース

E 中級

F 上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

授業は、日本人講師による多読の個別指導（80 分）
、ネイティブ講師による会話と英作文の指導（80 分）の組み合
わせです。冬期 英語多読多聴入門 を受講された場合には、入会試験が講習に付属しています。それ以外の場合に
は、別途、入会試験を受験してください。試験結果により、D（基礎）、E（中級）、F（上級）の３レベルにクラス分け
します（１クラス 8 〜 18 名程度）
。なお、授業の様子については、言語学者 Poulshock 博士のブログ記事（http://
www.ilin㷅uist.net/se㷅/）が参考になります。会話 ・文法の実際の授業についてはＳＥＧホームページの［授業レ
ポート］
（http://www.se㷅.co.jp/reports/）をご参照ください。

冬期講習

１ｰ２月期
３時間×７週

F

Cover to Cover 3（Oxford）

E

Cover to Cover 2（Oxford）

D

Cover to Cover 1（Oxford）

中２〜高１英語多読 新規生専用講習
基礎〜上級 180分×４日間
指導時の言語：日本語 定員：14 名程度

●中２〜高１の英語多読新規入会希望者のための多読多聴専科講座です。
多読・多聴に特化し、日本人講師が選書指導を行います。各自が辞書なしで楽に読めるOxford Readin㷅 Treeのよう
なやさしい絵本から始めることにより、
「英語を日本語に訳さず理解する」とはどういうことかを体感してもらい、読解
力の基礎を固めます。

使用教材（ネイティブパート）
３時間×４日

英語多読多聴入門

入会試験付

※多読の個別指導に特化したクラスのため、ネイティブ講師の授業はありません。
※講座最終日に１‑ ２月期のクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います（１‑ ２月期のクラスは英語多読多聴R、高１
英語多読Ｄ/Ｅ/Ｆのいずれかにクラス分けします）
。

高１英語多読 D/E/F

高１英語多読Ｄ/Ｅ/Ｆ 指定講習
D 基礎 E 中級 F 上級 180分×４日間
指導時の言語：英語・日本語 定員：14 名程度

●高１英語多読ＤＥＦコース９‑11月期在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。
1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

授業の半分の時間を使って、各自の英語力・興味にあわせて、個別に選書指導をします。多読経験の有無は問いま

高１英語多読

英語多読多聴Ｒコース

クラスレベル▶ R 基礎〜上級

せん。授業時間の残りの半分は、ネイティブ講師が、精読、Speakin㷅、Writin㷅をAll En㷅lishで指導します。１月か

中２〜高１生を対象に、多読（英語の大量読書）・多聴（CDを聴きながらの読書）を集中的に行うクラスです。英語

らの受講を希望される方は、講習とは別日に行われる入会試験を受験してください。Ｆは英語が得意な方、Ｅは英語

への苦手意識が強い方、英語が得意でＳＥＧでは読書を集中的にしたい方、家では読書の時間がとれないので授業

がやや得意な方、Ｄは英語にやや苦手意識をもっている方のためのクラスです。

中に集中的に多読したい方に向いています。３時間の授業時間のうち、およそ２時間を授業内多読の個別指導とし、
残りの時間でシャドーイングや英語のDVD鑑賞等を行います。冬期 英語多読多聴入門 を受講された場合には、入
会試験が講習に付属しています。それ以外の場合には、別途、入会試験を受験してください。

英語多読多聴Ｒ

英語多読多聴Ｒ 指定講習
基礎〜上級 180分×４日間
指導時の言語：日本語 定員：14 名程度

●英語多読多聴Ｒコース９‑11月期在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。

冬期講習受講ガイド

継続生のための、多読多聴集中クラスです。現時点で楽に読める本から始め、レベルを上げていきます。多読は個別
指導ですので、新規生の参加も可能です。

多 読 が 初めて / 多 読（英 語 の大 量 読 書）・多聴
（ＣＤを聴きながらの読書）を冬休みに集中的に
行いたい。
帰国生等で英検準１級程
度の英語力がある

多読・多聴と、会
話・文法・精読の
学習を併行して行
いたい。

冬期講習

１‑ ２月期

英語多読多聴入門

英語多読多聴
Ｒコース

高 1Writin㷅 集中演習

英語の各種資格試験（英検・TOEFL・GTECなど）のWritin㷅では、与えられた課題に対して自分の意見を簡潔にまと

個別にご相談ください。

める力が必要となります。この講座では、GTEC（AdvancedおよびBasic）
、英検（2級程度）の類題を題材として、
課題の主旨を把握するポイント、自分の意見のまとめ方のポイントを解説し、実際に答案を作成する練習を行います。

英検２級〜準１級程度の
英語力がある

高１英語多読Ｆ

英検準２級〜２級程度の
英語力がある

高１英語多読Ｅ

英検３級〜準２級程度の
英語力がある

高１英語多読Ｄ

答案は採点のうえ返却します。基本的な和文英訳ができる方を対象とします。

高１英語多読
ＤＥＦコース

※受講クラスを迷われる方のためにWebに「判定問題」を掲載しています。
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→［英語多読総合案内］→［冬期講習講座案内］→［高１英語多読］

この他に、英検対策講座（2級・準１級 Writin㷅/面接） 問題演習で鍛えるバイリンガル論述力γ（29ページ）があります。
※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

受講生の声
● 一人ひとりとのコミュニケーションを大事にし、それぞれ
に合った本を選んでくれてとても楽しかった。
「英語多読多聴入門」受講（巣鴨）
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高１英語多読 特別講習
90分×4日間
指導時の言語：日本語

● 自分のレベルに合わせて勉強できて、クラスメイトとも
交流しやすい環境がとても楽しかった。
「高1英語多読 D」受講（麻布）
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化学

高１化学

コースと冬期講習講座案内

クラスレベル▶ Y 中級

高１化学YZコース

Z 上級

1/10（木）開講 開講曜日については、34ページをご覧ください。

高１から約３年間かけて、ゆっくり、着実に、そして深く化学を学ぶコースです。高２の夏期講習までで化学基礎・化
学全範囲の講義が行われ、高２の９月から大学入試問題を用いてそれまでの講義で培った考え方の問題への使い方を
学びます。

年間進度表
春期講習

４ｰ６月期

高１

原子構造

化学結合
物質の三態

夏期講習（前期）
化学反応と熱
反応速度

高２

有機化学
構造理論

有機化学
物性・高分子

無機化学
典型元素

高３

無機・理論
融合演習Ⅱ

理論化学
応用演習

夏期講習（後期）

冬期講習

１ｰ２月期

化学平衡

希薄溶液の性質
酸塩基反応、電離平衡

９ ｰ 11 月期

固体結晶

酸化還元反応
電池・電気分解

無機化学
遷移・両性元素

理論化学
基礎演習

無機・理論
融合演習Ⅰ

有機化学
総合演習

オプション
（大学別講座等）

テスト演習

オプション
（大学別講座・テストゼミ等）

冬期講習講座案内

化学は面白い！ 奥深い！
SEGで体験しよう！
化学は楽しい科目です。身の周りの物質の成り立ちや現象が解き明かされていく科目です。知識を並べ
るだけでも面白いのですが、それだけだと知識で頭がパンクしますし、そのうち覚えることに飽きて化学
が嫌いになってしまいます。
「知識」から「考える」に一歩踏み込むと未知のことでも理解できるという奥深
さに至ります。
ＳＥＧではそんな「考える」化学の授業が行われます。

高１化学Ｙ/Ｚ 指定講習
180分×３日間

固体結晶の化学

化学なのに化学らしくないパズルワールド！ 固体をミクロの視点から見ると、物質らしからぬ数式の世界が見えてきま
す。固体結晶のさまざまな空間的特徴を紹介する講座です。金属結晶・イオン結晶・共有結合性巨大分子・分子結
晶というような化学的分類のみならず、配位数・充填率・限界イオン半径比など、数値計算の結果が化学的意味を持
つという項目にまで踏み込みます。化学が好きな方にも幾何が好きな方にも興味深い講座内容です。
前提知識 原子の構造と化学結合

※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

まだ理科の学習を始めていない方へ！
高校２年生の春が、
「講義」→「演習」と、万全の対策ができる「最大」の好機です。
もうすぐ高校２年生。頭の片隅に置いていた「大学受験」という４文字が段々と存在感を示し始める頃ではない

｢物質と反応と基本法則を覚え、そして基礎問題、入
試問題の演習をこなす」という授業はＳＥＧでは行いま
せん。各法則を知ることも大切ですが、法則間の関係
がどのように繋がっているかを考える授業を行います。

主任講師からひとこと
「知らないから分からない」から
「考えれば分かる」へ
覚えることが苦手だから理系を選んだはずなの
に「化学は知識科目、知らなければ分からない、で

でしょうか。ＳＥＧでは、高校２年生の春期から始まる「物理」
「化学」の「２年間コース」で、大学受験に必要な全
ての項目を最初から講義・演習します。物理・化学の知識は必要ありません。２年間、
最初からじっくり学ぶことで、
大学入試対策は万全のものとなります。既習状況に合わせてレベル分けを行います。
「学校で既に学び始めたけど、
あまりよく分からなかったのでもう一度最初から勉強し直したい」
「今まで学習してきたことも含めて体系的に整理
したい」という方も、高校２年生の春期講習から学習を始めましょう。

ＳＥＧの高校２年生の物理・化学コース

「量をこなす」という勉強法だと際限なく覚えるはめにな

も理系入試には必須……」と悩まれている方も多い

ります。そこで「覚えることを減らせるように考える」と

でしょう。まずはその先入観を捨てて、ＳＥＧの化学

下の図のように、物理と化学には高校２年生の春期講習から始まる「２年間コース」
、高校２年生の１月から始ま

いう化学の勉強姿勢をまず伝えるのです。入試演習は

に触れてみてください。化学現象を支配する考え方

る「１年間コース」があります。コースごとにそれぞれ独立したカリキュラムで進み、どのコースでも最初から受講す

を構築し、ごくわずかの知識のみであとは「考えれ

れば大学入試に必要な内容は全てＳＥＧで提供します。

「思考力」ができてからで十分です。

高１化学

考える授業

ば分かる」と思える授業を展開します。知識科目と

授業内容例

高２

いう感覚は覆されるはずですよ。
２年間コース

高２物理ＦＧＨ

高３
受験物理演習ＦＧＨ

物理
１年間コース

気体は温度が高いと水に溶けにくくなります。

２年間コース

受験物理速修
高２化学ＦＧＨ

受験化学演習ＦＧＨ

化学

固体の多くは温度が高いと水に溶けやすくなりま

１年間コース

受験化学速修

すが、例外もあります。これらのことと沸点上昇・
凝固点降下の法則が深い関係を持ちます。さらに
この関係はアンモニアの工業的合成方法にも広が
ります。
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化学科主任講師
阿部 太朗
東京大学教養学部基礎化学科卒
卒
筑波大学附属駒場高校卒

「化学」の学習がかなり進んでいるという方は……
化学について、
「既に学習がかなり進んでおり、どんどん先取りして学習を進めたい！」という方は、高校１年生の春期講習から始
まっている「３年間コース」に１‑２月期や高校２年生の春期講習から編入することもできます。編入試験についての詳細は「試験
要項」をご覧ください。
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特別講習

2018

冬期講習講座案内

ＪＭＯ（日本数学オリンピック）一次予選対策演習

数学 中１〜高２ 特別講習
180分×４日間

日本数学オリンピック（JMO）予選通過を目指す方向けの講座です。演習＋講義形式で、解答への足がかりをつかむ
力と、確実にポイントを取る力を養成することを目的とします。新作問題も交えた演習をしますので、過去問を一通り

先生の的確なアドバイスで
数学の得点力が着実にアップ

解いた方でも十分に満足いただけることでしょう。講義は、数ⅠA・数ⅡB（微積分を除く）の既習を前提として進めま
す。ライバルに一歩差をつけるチャンスですよ！

合格者の声

先生方が個性的で授業がとても面白かったので入塾を決めました。
数学を本質的な部分から教えてくださるので、大学受験だけでなく、そ
の先も役に立つ知識が得られると思ったのも理由の一つです。
ＳＥＧでは数学だけでなく、物理や化学も学問の本質から教えていた

（青木亮二）

だけるので内容が確実に理解でき、知識も完璧に定着するので実力が

※昨年度の同名講座の問題とは重複しません。
※数ⅠA・数ⅡB（微積分を除く）の知識を前提とします。既習分野に不安のある方はお問い合わせください。

確実にアップし、成績も上がっていきます。授業を受けていると、先生
方がその学問が本当に好きなんだな、ということがヒシヒシと感じられ
ました。

英検対策講座 ２級・準１級 Writin㷅/ 面接

英語 中２〜高１ 特別講習

先生との距離が近く、気軽に質問できるのもＳＥＧの大きな魅力です。

１クラス10名の少人数クラスで、下記の英検試験対策を各々行います。なお、級をまたいでの受講はできません。
【２級Writin㷅】1/15（火）
・22（火）17:15 〜 18:35〔80分×2回〕

疑問点をすぐに解決できるだけでなく、的確なアドバイスもしていただけ

権代 凌 さん

るからです。特に、なかなか得点が伸びなかったときの「焦らず、ゆっく

東京大学理科Ⅰ類進学（私）
早稲田卒）

りと解く」というアドバイスで、その後は得点が着実に伸びていきました。

英検２級の課題英作文の演習を過去問および類題で行います。答案は添削して返却します。
【準１級Writin㷅】1/15（火）
・22（火）18:55 〜 20:15〔80分×2回〕
英検準１級の課題英作文の演習を過去問および類題で行います。答案は添削して返却します。

中学に入学後、予習をしていなくて数学がまったくできなくなり、こ

【２級面接】1/29（火）17:15 〜 20:15（休憩20分）
英検２級の模擬面接を過去の課題例を利用して行います。なお、模擬面接は他の受講生も見学してもらいます。
【準１級面接】2/5（火）17:15 〜 20:15（休憩20分）

表面的理解にとどまらない
深い数学的思考力が身についた

英検準１級の模擬面接を過去の課題例を利用して行います。なお、模擬面接は他の受講生も見学してもらいます。

のままではいけないと思い、自由な雰囲気で学びやすいと評判のＳＥＧ
に通い始めました。
授業では、
問題を解いてすぐに解説に入るので、
とても理解しやすかっ
たです。苦労して解いた問題があっという間に解決したり、難しくて手
がつけられなかった問題が、実は簡単な解法で解けるということが分

問題演習で鍛えるバイリンガル論述力γ

英語 高１〜高３ 特別講習
180分×４日間

かったりして、いつも新鮮な刺激を受けることができたので、単純な勉
強で得るよりも強い感動が得られて、数学が楽しくなりました。

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

ベクトルや微分など、とっつきにくい問題に対しても、数学的な意味

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

から考察したり、考えやすいイメージに置き換えたりと工夫してくださっ

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

古関 鴻一 さん

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

東京大学文科Ⅱ類進学（筑駒卒）

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）

たので、暗記や表面的理解にとどまらない、深い数学的思考力が身に
ついたと思います。

特別講習

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

ＳＥＧで学べば、楽しく取り組んでいるうちに数学ができるようになっ
ていくのが体感できると思います。

●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。

（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
なった。添削もとても丁寧でためになった。

（講習受講アンケートより/ 雙葉）

※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。

分厚い洋書を読み込んだことで
長文の入試問題にも臆せず取り組めた

多読のカリキュラムに惹かれて入塾しました。本を読むのが好きだっ
たこともあり、英語力が伸びると確信したからです。実際、洋書を読ん
で授業に参加しているだけで、どんどん英文が読めるようになり、模試

速読による能力訓練 〜日本語の速読訓練です〜

中３〜高２ 特別講習
180分×５日間

の成績も上がっていきました。日頃から分厚い洋書に親しんでいたため
に、入試問題で長く難解そうに見える文章が出題されても、臆すること

「『何をするのかと思ったらとんでもないことをやった』というアンケートを読み、面白半分で受講を決めた。結果は『マ
ジでとんでもないことをしてくれた。絶対一度受けた方がいい』と思った」
（講習受講アンケートより／高２男子）
読書が苦手になりかけている方には読む楽しさを、本好きな方にはハイパーな速読の世界を体験していただきます。
速読とはいっても奇術的なものではなく、むしろこれまで見過ごされてきた本の読み方の深化・徹底化をめざす内容で
す。'95年夏からスタートし、現在24年目、8,100名を超えるＳＥＧ生が受講しています。
（クリエイト速読スクール 松田真澄）
※この講座をベースにしたプログラムは生涯学習のユーキャンの通信講座にも採用されています。

なく取り組めましたし、文章が長ければ長いほど自分に有利だと思える
ほどでした。
受講当初は、ネイティブの先生による授業が果たして大学受験に役立
つのだろうかと不安でした。しかし、今振り返ると、Writin㷅の力も含

北出 実鈴 さん
筑波大学医学群進学（雙葉卒）

めて英語の総合的な実力を伸ばすのにとても効果のある授業だったと
思います。

※冬期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。
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ＳＥＧのサポート

欠席・クラス変更について

授業外のサポート

欠席しないでください
SEGでは、学年・科目・コース・レベルごとにカリキュラムは統一されていますが、各クラスの生徒の状況に

●進路・学習・入試相談

合わせて担当講師が創意工夫して教えています。したがって、クラスによって、各回の授業内容や宿題が異なる

受験についてのご相談（志望大学・学部の選択・学習計画・入試情報等）、受講
相談、普段の授業で気になることや困っていることなど、あらゆるご質問・ご相談
を承っています。Ｈ教室１階受付でお申し出ください。

ことがあります。また、前の週の授業内容を踏まえて次週の授業が行われます。そのため、
できる限り登録クラ
スに休まず出席してください。

個別相談専用電話番号▶03-3366-5530
（月〜土／13:00〜21:00）
Web▶
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）
→ページ下部の
［お問い合わせ］

クラス変更
会員相談室（Ｈ教室１階）

通常授業時、継続的に登録クラスに出席できなくなった場合には、出席できる曜日に登録クラスを変更する
ことができます。変更をご希望の場合には受付までお申し出ください。ただし、変更希望先クラスの定員の都

●集中できる自習環境

合上、クラス変更ができない場合もあります。

授業前の自習には、ぜひ自習室をご利用ください。仲間と切磋琢磨して「一緒に
合格する」というのがSEGの伝統です。開室予定は、Web、Ｈ教室１階の掲示板、
テキストに掲載しています。

●やむを得ず出席できない日がある場合
通常授業 ▶ 学校行事等でやむを得ず出席できない日がある場合、同一学年・同一レベル・同一授業週

＊講習期間中は、中１〜高２生は、受講している講座の開講期間のみ利用できます。

●参考書・洋書の閲覧

のクラスに限り、振替出席が可能です。
同一レベルが他曜日にないクラスは振替できません。
一部、振替出席ができないクラスがあります。事前に、MyPa㷅eまたは受付にてご確認ください。
● 英語多読クラスは、
特に満席のクラスが多く、振替できるクラスに限りがあるため事前予約が必要で
す。振替出席をご希望の場合には、受付までお申し出いただくか、MyPa㷅eで事前に振替登録を行って
ください。受講人数の状況等により、ご希望に沿えない場合があります。
●

自習室（Ｔ教室２階）

●

自習室の隣の図書室では、各種参考書、過去問題集などを見ることができます。
また、英語関係では、比較的やさしい絵本や児童書などから、難易度の高いノン
フィクションや長編小説まで、さまざまな洋書を数多く揃えています。

●講師に相談
授業前後、講師は講師室に在室しています。授業の前後や休み時間を利用して、
講師に直接質問をすることができます。授業で分からなかったところなどは放置
せずに、積極的に質問しましょう。

振替出席をした場合、授業内容には抜けや重複が生じることがあります。下記の「欠席など
で抜けが生じた場合」をご参照のうえ、次回の授業までに補ってください。
図書室（Ｔ教室２階）

＊講師室に直接お越しいただくか、事前にご連絡ください。

季節講習 ▶ 振替出席はできません。
※振替をするしないにかかわらず欠席する場合は、必ず事前に連絡をしてください。

●チューターに質問・相談
大学生・大学院生のチューターがみなさんの質問を待っています。授業中に聞
きそびれた質問をしたい時、なかなか解けない問題のヒントが欲しい時など、お
気軽にご利用ください。チューターは主にSEG出身の現役の大学生・大学院生
です。
＊開室予定は、Ｈ教室１階の掲示、Web
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→[会員の方]
で確認できます。右記からもアクセスできます。

欠席などで抜けが生じた場合
次回の授業までに次の方法で補うことができます。ただし、あくまでも補助的なものにすぎないことをご理
解のうえ、ご利用ください。
講師室（Ｔ教室１階）

ご自身でテキストの問題を解き、MyPa㷅eに掲載されるテキストの本問解答・復習テストを参考にして

●中３数学

授業の前後に、ご自分の教室でも食事をおとりいただけますが、食事のとれる待
合室を用意しています。もちろん、保護者の方との待ち合わせにご利用いただくこ
ともできます。

欠席した登録クラス（または同レベルクラス）の授業ノートを借りたり、復習テスト・宿題プリントを
MyPa㷅eで確認してください。自習して分からない部分は、次回の授業時に担当講師に質問してください。
チューター室（Ｔ教室１階）

配布プリントをもらってください。自習して分からない部分は、
次回の授業時に担当講師に質問してください。

●英語多読

●警備
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●高１数学/化学
欠席した登録クラス（または数学のみ同レベルクラス）の授業ノートを借りたり、欠席した登録クラスでの

救護室を用意しています。体調が悪いときは無理をせず、遠慮なく担当講師、また
は受付にお申し出ください。

みなさんの安全のため、授業前〜授業後、通塾路・建物内で警備を行っていま
す。最後の生徒さんが帰られるまで警備員が立哨していますので、安心してお通い
いただけます。教室の場所が分からないなど困ったことがありましたらお気軽に
お尋ねください。授業初日には教室割表も配布しています。また、各教室には、防
犯カメラが設置されています。

Ｓ Ｅ Ｇの サ ポ ー ト

確認してください。自習して分からない部分は、次回の授業時に担当講師に質問してください。

●待合室

●救護室

●中１・中２数学

授業の性質上、授業ノートはありません。ネイティブ講師のパートについては、宿題内容をお問い合わ
せのうえ、自習してください。自習して分からない部分は、次回の授業時に日本人講師にも質問できます。
＊多読以外の宿題の内容・有無は学年・レベルによって異なりますので、お問い合わせください。

待合室（Ｔ教室１階）
＊授業ノートの貸し出し、プリントの受け取りは、受講票をお持ちのうえ、講師室（T教室１階）にお申し出ください。
[講師室開室時間：平日15：00 〜、土曜日12：30 〜、講習時は授業開始１時間前〜授業終了時まで（日曜日は休み）
］
授業ノートは各自でコピーしてください（Ｔ教室１階にコピー機［有料］があります）。
＊一部、授業ノートがないクラスがあります。ご了承ください。
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入会手続

通常授業 1月入会手続のご案内

通常授業1ｰ２月期 開講曜日一覧

入会試験を受験
１月からの通常授業は冬期講習の内容を前提にスタートしますので、入会をご希望の方は、冬期講習の
｢指定講習」
（もしくは「新規生専用講習」
）を受講してください。通常授業はすべて選抜制ですので、別
途入会試験をお申し込みください。なお、冬期講習に入会試験が付属している以下の講座については、
試験のお申し込みは不要です。
数学

曜日

数学A/B
英語多読A/B/C

中２

A/B

A

A/B

A/B

A/B/C

A/B/C

A/B/C

A/B/C

A/B/C

A/B/C

A/B/C

B/C

B

B/C

B/C

B/C

B/C/D

B/C/D

B/C/D

R

数学C/D

C/D

C

C/D

C

C/D

C/D

C/D/E

C/D/E

Ｚ

英語多読C/D/E

C/D

英語多読多聴R

R

数学D/E

［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）
→
［入会案内］→［入会試験］
高１

D/E

数学S

S

数学R

R

D/E

C/D/E

C/D/E

R
D/E

D/E

D/E

D

D/E

D
S
R

数学Ｚ

Ｚ

英語多読D/E/F

D/E/F

英語多読多聴R

R

D/E/F

D/E/F

D/E/F

D/E/F

D/E/F
R

化学Y/Z
中２〜高１

C/D/E

Y/Z

（冬期講習）英検対策講座
２級・準１級 Writin㷅/面接

※

（１）開講曜日・クラス編成・担当講師は予告なく変更となる場合があります。詳細は、10月下旬にWebに掲載される「通常授業曜日・
時間・講師表」でご確認ください。
［トップページ］
（http://www.se㷅.co.jp/）→［会員の方］→［通常授業曜日・時間・講師表］
（２）数学Extremeα・数学Extremeβの開講日程は月１回です。専用のご案内プリント・Webでご確認ください。
※1‑2月に開講する冬期講習「英検対策講座 ２級・準１級 Writin㷅/面接」の詳細な日程は、29ページもしくは冬期講習の講座日程表
でご確認ください。

入会手続
以下のものをご用意のうえ、窓口または郵送にてお手続きください。

通常授業1ｰ2月期 受講料（消費税込み）

・受講申込書 ・入会申込書 ・口座振替依頼書
・入会金 25,000円（数学Extremeのみ受講の場合は不要です） ・受講料

学年

※申込書他について
入会試験のお申し込み時に窓口にて、もしくは講習内試験の発表日までに郵送にてお渡し
します。
＊振替口座のご登録は、キャッシュカードでも可能です。

中１

講座名

Ⅴ期
1/10 〜 2/27

中１数学

36,800 円

中１英語多読

47,600 円

中２数学

36,800 円
47,600 円

英語多読多聴R

43,300 円

・初回のみ、現金または振込にて、ご精算をお願いいたします。次回以降の受講料は、口座振替とさせていた
だきます。クレジットカードはご利用いただけません。
・年間の受講料は、別冊子「入会手続のご案内」をご参照ください。
・受講料にはテキスト代、消費税が含まれます。

中３数学

36,800 円

中３英語多読

43,300 円

英語多読多聴R

43,300 円

通常授業を受講

中２

中３

高１

ＳＥＧ
MyPage

高１数学

36,800 円

高１英語多読

43,300 円

英語多読多聴R

43,300 円

高１化学

36,800 円

入会手続

中２英語多読

※入会金および受講料について

→［カレンダー・欠席／振替予約］もしくは［教室割］
→［会員の方］→［教室割］
・ＳＥＧホームページ（http://www.se㷅.co.jp/）

C/D

数学Ｚ

《試験日時・試験範囲・結果発表日》
10月下旬に公開される
「試験要項」
をご覧ください。Webでもご覧いただけます。

教室は、授業初日にH教室前で配布する「教室割表」でご確認ください。
以下のWebでも、授業前日の21:00までに公開いたします。
・ＳＥＧ MyPa㷅 e（https://www.se㷅.co.jp/mypa㷅 e/）

R

中３

入会試験申込方法
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A

B

英語多読多聴入門

・口座振替依頼書

A

B/C/D

英語多読多聴R

・入会申込書

A/B

B/C

英語多読多聴入門

・受講申込書

土夜
17：40 〜
20：40

B/C/D

中2英語多読BCプラス／英語多読多聴入門

ＳＥＧ MyPa㷅e（https://www.se㷅.co.jp/mypa㷅e/）→［試験結果の確認］にてご確認いただけます。
その他詳細は、試験要項にてご確認ください。

土昼
14：00 〜
17：00

B/C

三角比と図形

試験結果の確認

金

B/C

中２数学BC入会講座

用 紙：試験申込書・メイト会員登録票・希望曜日届 ※受付窓口でお渡しいたします。
受験料：ＳＥＧが初めての方・
・
・
・メイト会員登録料500円+受験料
（１科目１回1000円）
メイト会員の方・
・
・
・
・
・
・
・
・
・受験料
（１科目１回1000円）
過去に通常授業を受講していた方・
・
・
・無料

木

英語多読B/C/D

中2

《申込》
受付窓口で、
各試験日の２日前までにお申し込みください。
●必要なもの

水

数学B/C

中3

※冬期講習をやむを得ない事情で受講できない方は、別途、新規入会試験を受験して、その結果クラスで１月から入
会してください。
＊数学Extremeβの試験については、専用のご案内プリントをご覧ください。

火

中１

中1英語多読ABプラス

高1

月

1/10（木）〜 2/27（水） 全７週

17：15 〜 20：15

英語多読

中1

入会手続

通常授業 開講曜日・受講料

＊数学Extremeα・数学Extremeβの受講料は専用のご案内プリント・Webでご確認ください。１回（１日）単位でお申し込みを承り
ます。
※1‑2月に開講する冬期講習「英検対策講座 ２級・準１級 Writin㷅/面接」の受講料は、冬期講習の講座日程表でご確認ください。
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