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慶應義塾大学

2019    　　大学合格実績
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中学1年～大学受験
科学的教育グループ

http://www.seg.co.jp/

心に広がる数学の世界を！  多読・多聴で生きた英語を！ 

アクセス▶JR新宿駅西口より徒歩7分

損保ジャパン
日本興亜本社ビル

ファミリー
マート

ウエルシア

ＳＥＧはどんな塾なのか、特長をお話しいたします。
● 中 1～中 3合同の説明会です。

2019 中1・2・3





英語は、多読と外国人講師の授業で楽しむ

　英語は意思伝達の道具ですが、学校や多くの塾の英
語学習は、文法の説明と細切れの英文の演習が中心で
す。しかし、時代が要求しているのは、実際のコミュニ
ケーションで使える英語です。
　ＳＥＧでは、やさしい洋書から読み始めて、直読直解
力を伸ばし、外国人講師による英語での授業で、会話力・
作文力を伸ばします。
　英語を使えるようになるには、さまざまな英文のパター
ンに触れることが一番有効であることが、近年の第二
言語習得の研究や自動翻訳の研究で分かってきていま
す。たくさん読んでいろいろなパターンに触れる多読を
中心とする学習法は、単に楽しいだけでなく、暗記と問
題演習中心の学習法より効率も良いのです。
　実際、ＳＥＧでは多くの生徒が高３までに、ハリー・
ポッターのような１冊５万語を超す洋書を楽 と々読み切
れるようになっています。

数学は、公式の根本原理を納得し、
難問の解法の発見を楽しむ

　多くの学校や塾では、公式の暗記と問題の解き方を
覚えるための問題演習が中心ですが、ＳＥＧでは、その
方針はとりません。
　ＳＥＧでは、できるだけ少数の公式を納得して使うこ
とで基礎を身につけ、実験し、規則を発見し、その証
明を考えることで応用力を伸ばします。
　解法を覚える方法は、短期的には有効ですが、それ
だけでは、社会に出たとき、あるいは、研究の第一線
に出たとき、通用しません。社会に出たときに役に立つ
のは、規則を発見し、その根拠を説明する力です。
　東大受験専門を標榜する塾には、大量の問題演習を
させるところもありますが、同じパターンの問題を大量
に行い、「やり方に習熟する方法」は時代錯誤と言わざ
るを得ません。
　実際ＳＥＧでは、それよりはるかに少ない問題演習で、
東大理Ⅲに合格する生徒を毎年育てています。

知恵・勇気・友情を育てよう

　もちろん、知識は必要です。必要な基礎知識がない
と問題も解けませんし、深く考えることもできません。
しかし、知識だけあっても実社会では役に立ちません。
それをうまく生かす知恵と、新しいことに取り組む勇気
が必要です。そして、社会で活躍するには、喜びと悲しみ、
苦しみを分かち合える仲間も必要です。知恵と勇気は、
いろいろな試行錯誤を通して間違いから正解にたどりつ
く経験や、難問にチャレンジする経験を積むことによっ
て伸ばすことができます。洋書の読書や、数学の難問
を解くことで、それらを身につけていってください。そ
して、授業を一緒に受けていくなかで、未来を共に生き
る仲間が増えていくでしょう。

東京大学理学部数学科卒
東京教育大学附属駒場高校（現筑駒）卒

「大学への数学」誌執筆者
「多聴多読マガジン」誌執筆者

国際多読学会理事

学ぶ楽しさを
すべての中高生に！

ＳＥＧを1981年に創立してから38年経ち、

かつての教え子達のお子さんがＳＥＧに通う時代になりました。

時代は変わっても、「分かった」ときの

子供達の目の輝きは変わりません。

これからも、若い講師達と共に、学ぶ楽しさを

中高生と共有していきたいと思います。

英語の面白さに気づき、
数学も定石を理解できた

　 初めて受 講した時、学
校の授業とは大きく異なる
内容や進め方に軽いカル
チャーショックを受けました。
　ＳＥＧで授業を受けると、
自分がいかに英語が苦手な
のかということを改めて痛
感させられました。学校の
授業で文法はある程度理
解しているつもりでしたが、

ＳＥＧの授業を受けてみて、表面的で本当は頭に
入っていなかったことを実感したのです。原書を数
多く読むことで、英語独特のニュアンスなども理解
でき、英語を学ぶことの楽しさも知りました。
　数学では、「定石」というものを理解することが
できました。おかげで、難問にもチャレンジできる
基礎力を身につけることができました。

古賀 剛司 さん

 東京大学
理科Ⅰ類進学
（麻布卒）

2019 合 格 者 の 声
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まずは夏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。９月からの通常授業は、原則として夏
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。　
　９月からの入会をご希望の方も、夏期講習の「指定講習」（もしくは「新規生専用講習」）を受講してください。夏期講習
は無試験で受講できます。

※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。

中1～中３

春期講習 通常授業
４ｰ６月期 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

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。

４-６月期・９-11月期・１-２月期の３期に分け、週１回
通う授業です。

期ごとにクラス分け試験（入会時に
は入会試験）を行います。選抜制

数学Extremeについては、専用のご案内プリントをご覧
ください。

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。
　詳しくは、29ページ「通常授業�９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。なお、試験結果が著しく悪い場合は受講を継続していただ
けないことがあります。

カリキュラム外の興味深い分野や、
既習事項の復習講座、新規生のため
の講座などを幅広く用意しています。

特別講習
ゼミナール

受講科目・コース・レベルの選択

申 込

　夏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。

●受付開始：6/7（金）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：
　・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）
　※クレジットカードはご利用いただけません。

●申込方法：窓口または郵送にてお申し込みください。

どのコース・レベルがよいか迷ったら
●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�ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.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数学で用意しています。
� � �ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］をご

覧ください。

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。
ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］

●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。
　＊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。

ＳＥＧ�
�MyPaɡe

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。

指定講習

※通常授業９月入会手続については、29ページをご覧ください。

【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。
※講習中は以下の日程のみ受付時間が異なります。
　�7/22（月）・7/29（月）・8/5（月）・8/12（月休）・8/19（月）・8/26（月）�
8:30 ～19:00

【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

【振込先・口座名】
ゆうちょ銀行�
　ゆうちょ銀行からの振込先�：00120-4-712330
　他の金融機関からの振込先�：〇一九店�当座�0712330
きらぼし銀行�新宿支店�普通�0331562

口座名��エスイージー

※�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。

１年の流れ 夏期講習手続

１
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英語多読英語多読

英 

語 

多 

読 

中２終了時に、
高３生の全国平均を上回る英語力！

　初期段階から生の英語のシャワーを浴びることによ
り、英語を英語のまま理解できる力が育ちます。中２の
２月には、ACE「英語運用能力テスト」において、多読
コース受講生の平均点は高３生の全国平均を上回ってい
ます。小学校のとき、英語をほとんど習っていなかった
にもかかわらず、300万語の多読の結果、中３の夏に
TOEIC800点を超えた方もいます。また、帰国生でな
い生徒でも、中３の秋にTOEFL（iBT）80点を超えた
方もいます。

マジック・ツリーハウス、
原書で楽しみませんか？

　英語多読コースでは、外国人講師による文法の解説・
会話演習と併行して、非常にやさしい絵本をCDを聴き
ながら読むことから始めて、読む本のレベルを徐々に上
げ、大量の英文に触れながら英語力をつけていきます。
中１の１年間で10万語以上読み、中２では「Nate the 

Great」（ぼくはめいたんてい）、中３では「Magic Tree 

House」（マジック・ツリーハウス）、高１では、「Darren 

Shan」（ダレン・シャン）、高２では「Harry Potter」（ハ
リー・ポッター）や「The Princess Diaries」（プリン
セス・ダイアリー）のような中高生向けの一般書を原書
で読むことを目指します（英語既習者や意欲的な方は、
もっと早い段階で上記の洋書を読めるようになります）。

受験までの６年間一貫プログラム

　英語多読コースは、社会に出てから必要な英語力を
つけるとともに、日本国内での大学受験・海外の大学
への進学も見据えたプログラムになっています。
　ＳＥＧでは、多読と精読の組み合わせで、大学入試
までに基本3,000語＋専門用語1,000語を確実に習得
してもらいます。
※�外国人講師が教えるAll�Englishの授業についての年間予
定は、SEGホームページをご覧ください。

ＳＥＧの英語多読コースでは、
　①多読・多聴授業
　②会話・文法授業　
　③宿題としての読書
を３本の柱に、日本語に訳さず、英語で考える力を伸ば
していきます。

①多読・多聴授業
　多読クラスは少人数の集団授業です。クラス全員で同
じ本を読む一斉読みの時間と、一人ひとりが別々の本
を読む個別読みの時間があります。個別読みの時間で
は、受講生の英語力・読書経験に合わせて個別に適切
な本を読んでいただきます。
　毎年中２・３の夏期講習では、中１から受講している
生徒が「Nate the Great」や「Magic Tree House」の
ような児童書の原書を読んでいる隣で、新規受講の生
徒が「Oxford Reading Tree」のような基礎レベルの本
を読んでいる光景が見られます。一方、一般書を読んで
いる帰国生もいます。
　なお、ＳＥＧの多読クラスでは、高い理解度でしっか
り読むことを重視し、語彙・文法が身についているかを
確認するミニWritingテストも年40回行っています。

②会話・文法授業
　「英語多読多聴R/入門」を除き、すべての中学英語
多読クラスでは、授業時間の半分を使って、外国人講
師によるAll Englishでの会話・文法授業を行います。
　中１では、主として文法の新出事項を豊富な具体例で
説明します。TPRS（Teaching Proficiency through 
Reading and Storytelling）, Speaking, Writingな
ど多彩なActivitiesを通じて文法や語法を習得してもら
います。中２では、既習文法を使って会話演習をすると
ともに２週に１度Writingを行います。中３では、長文
のWritingやDiscussionを行います。

③宿題としての読書
　多読クラスの特徴は、宿題が読書であることです。
授業中より、さらに自由にいろいろな洋書を楽しむこと
ができます。宿題のレベル・量は、本人と相談のうえ、
毎週調節します。

多読とAII Englishの授業で
英語を身につけよう！

Nate the Great
総語数：1,585語

Darren Shan
総語数：48,726語

Magic Tree House
総語数：4,750語

学年 基本語彙数 多読目標語数・本のレベル

中１
中２

1,000語
40万語
Mr.�Putter�and�Tabby,�Nate�the�Great

中３
高１

2,000語
150万語
Magic�Tree�House,�Darren�Shan

高２
高３

3,000語
300万語
Harry�Potter,�The�Princess�Diaries,�
入試評論文

双方向の授業で
楽しく英語を話そう
　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」と外国人講師が行うAll 
English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、講師と生徒が一緒になって、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。

主任講師からひとこと

外国人パート主任講師
Mark Koopman
University of British Columbia 卒
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夏期講習受講ガイド

コースのご案内 中1英語多読中1英語多読

この他に、�英語で整数論 �があります。25ページをご覧ください。
※夏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。

中１英語多読Ａ/Ｂ/Ｃ 前期 入会試験付
       

中１英語多読Ａ/Ｂ/Ｃ 前期指定講習
A  基礎 B  中級 C  上級　180分×５日間
指導時の言語：英語・日本語　定員：12名程度

●新規入会希望者・４ｰ６月期在籍者のための講座です。

日本人講師が多読を、外国人講師が英語で文法と会話を指導します。多読の授業は個別指導で、各自の読書経験に合
わせて、気楽に読めるものから始め、徐々に長いものに慣れてもらいます。文法・会話の授業は、全クラスとも、現在・
未来の事象の表現の仕方を中心に学びます。なお、Aクラスに限り、新規生専用講座を用意しています。

▶新規入会希望の方へ
前期の講座最終日に９ｰ11月期（A/B/Cの３レベル編成）のクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います。後期

（A/B/C）は、試験の判定結果により９ｰ11月期合格クラスと同レベルのクラスを受講してください。９ｰ11月期の通常授
業の受講をご希望の方で、前期の講座が受講できない場合は、後期の新規生専用講座（講座最終日入会試験付）を受講
していただくか、後期（A/B/C）をご受講のうえ別途入会試験を受験してください。

中１英語多読Ａ/Ｂ/Ｃ 後期 新規生専用
講座のみ

入会試験付

       
中１英語多読Ａ/Ｂ/Ｃ 後期指定講習
A  基礎 B  中級 C  上級　180分×５日間
指導時の言語：英語・日本語　定員：12名程度

●新規入会希望者・４ｰ６月期在籍者のための講座です。

日本人講師が多読を、外国人講師が英語で文法と会話を指導します。多読の授業は個別指導で、各自の読書経験に合
わせて、より長くて難しいものに挑戦していきます。長くなるほど面白くなるので、楽しく読み進んでいきましょう。文法・
会話の授業は、C（上級）クラスでは助動詞を中心に、A（基礎）/B（中級）クラスでは比較表現を中心に学びます。なお、　
Bクラスに限り、新規生専用講座を用意しています。

▶新規入会希望の方へ
後期から受講される方のために、一部、新規生専用講座を用意しています。後期の新規生専用講座では、講座最終日に
Bクラスに限り、入会試験を行います。９ｰ11月期の通常授業の受講をご希望の方で、前期の講座・後期の新規生専用講
座ともに受講できない方は、別途入会試験を受験してください。

中１英語文法速習講座
中１英語 特別講習
180分×５日間
指導時の言語：日本語　定員：20名程度

１）be動詞と一般動詞 ２）現在形と進行形 ３）疑問文と疑問詞 ４）There is 構文 ５）過去形 の５分野について、日
本人講師が丁寧に解説します。たくさんの練習問題を解きながら、学習範囲の理解と定着をはかります。

中 

１ 

英 

語 

多 

読

●多読では、初めにワークシートに取り組んだうえで自分
に合った本を読むことができ、徐々に成長を感じました。
先生も優しくしてくれて、とても楽しかったです。外国
人パートは難しい部分もありましたが、ゲームなど楽し
みながら取り組めました。

 「中１英語多読C前期」受講（日本女子附）

●多読パートでは、少しずつ読む本のレベルが上がって
いったので、自分に合っていたところが良かったと思い
ます。外国人パートでは面白い映像を観たり、キャラク
ターを作ったりするのが、面白かったです。

 「中1英語多読Ｂ前期」受講（女子学院）

●読書が好きなので、英語の本を読むことができたのが
良かったです。また、外国人の先生の英語も分かりや
すく、理解しやすかったです。

 「中１英語多読A前期」受講（雙葉）

●外国人パートでは、ゲームなどを先生やみんなと一緒に
できて楽しかったし、充実した時間になりました。多読
パートでは、今までとは違うジャンルの本に出会えて良
かったと思います。 

「中1英語多読Ｃ後期」受講（東京女学館）

●多読パートでは、質問したところをすぐ教えてくれて、
分からないところを減らせました。外国人パートでは、
英語とより楽しく親しむことができました。

 「中1英語多読Ｂ後期」受講（筑附）

●外国人の先生は話が面白いし、分かりやすいので自然
に集中できる。ビデオが面白かった。多読では、先生
が多読手帳を確認して自分に合った本を探してくれるの
で、読みやすかったし、ORTの復習プリントも一緒に
見てくれたのでとても良かった。

 「中１英語多読A後期」受講（海城）

中１英語多読 受講生の声

夏期講習講座案内

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、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Ⓐタイプのものをご用
意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）、BluetoothイヤホンはＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

Ⓑ

３本線

Ⓐ

お願い ２本線

帰国生等で英検準１級以上の英語力がある方�➡�個別にご相談ください。 前期／後期

英検準２級～２級程度の英語力がある方 ➡ 中１英語多読C

英検３級程度の英語力がある方 ➡ 中１英語多読B

英語はやや苦手な方 ➡ 中１英語多読A

夏期講習は、４ｰ６月期からの継続生や、９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英語多読ABCコース 9-11月 クラスレベル ▶ A  基礎  B  中級  C  上級
開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

多読+英語での文法・会話演習
多読パート（80分）、外国人パート（80分）の組み合わせ（20分休憩別途）で、英語力を向上させます。多読パートで
は、実際に授業時間中に本を読んでもらい、講師がその様子をみて、受講生本人の読解力・好みを考慮して個別に選
書、読書指導をします。また、多読と併行して、シャドーイングもします。外国人パートでは、外国人講師による文法・
語彙・会話・Writingの指導を行います。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。Aクラス、Bクラスは基礎重視のテキストを、Cクラスでは応用重視のテキストを用います。小学生のときに英
語をほとんどやっていなかった方は、基礎重視のA/Bクラスが向いています。１クラス８〜14名程度です。
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夏期講習受講ガイド

コースのご案内 中2英語多読中2英語多読

この他に、�英語で整数論 �があります。25ページをご覧ください。
※夏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。

中２英語多読Ｂ/Ｃ/Ｄ 前期/後期 後期は新規生
専用講座のみ

入会試験付

       
中２英語多読Ｂ/Ｃ/Ｄ 指定講習
B  基礎 C  中級 D  上級　各180分×５日間
指導時の言語：英語・日本語　定員：12名程度

●新規入会希望者・４ｰ６月期在籍者のための講座です。

日本人講師が多読を、外国人講師が英語で文法・会話・Writingを指導します。多読の授業は個別指導で、各自の読書
経験に合わせて、より長くて難しいものに挑戦していきます。長くなるほど面白くなるので、楽しく読み進んでいきましょう。
文法・会話・Writingの授業は、助動詞を中心に学びます。なお、Bクラスの前期とCクラスの後期には、新規生専用講
座を用意しています。

▶新規入会希望の方へ
前期の講座最終日に９ｰ11月期（B/C/Dの３レベル編成）のクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います。後期

（B/C/D）は、試験の判定結果により９ｰ11月期合格クラスと同レベルのクラスを受講してください。９ｰ11月期の通常授
業の受講をご希望の方で、前期の講座が受講できない場合は、後期の新規生専用講座（講座最終日入会試験付）を受講
していただくか、後期（B/C/D）をご受講のうえ別途入会試験を受験してください。

中２英語文法速習講座 
中２英語 特別講習　
180分×５日間
指導時の言語：日本語　定員：20名程度

中学でしっかり学習しておきたい文法項目のうち、１）完了形（現在・過去）２）比較級と最上級 ３）助動詞 ４）不定詞
と動名詞 の４分野について、日本人講師が丁寧に解説し、学習範囲の定着をはかります。テキストの練習問題は記述式
を多く取り入れ、英作文の力も養うことを目指しています。

中 

２ 

英 

語 

多 

読

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、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Ⓐタイプのものをご用
意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）、BluetoothイヤホンはＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

Ⓑ

３本線

Ⓐ

お願い ２本線

●だいぶ聞く力がついてきた。この調子でもっと力を伸ば
していきたい。 「中２英語多読D前期」受講（開成）

●たくさん英語を話すことができて良かった。英語の本を
たくさん読むことができ、読むのが速くなった。

「中２英語多読C前期」受講（桜蔭）

●多読パートでは、読んだ本の感想を書いたことによって、
細かいところにも気づけて良かった。外国人パートでは、
全員が授業に参加できるよう先生が促してくれて、その
うえとても面白かった。

「中２英語多読Ｃ前期」受講（私）芝）

●さまざまな英語の本を読めて良かったです。知らない単
語もありましたが、どういう意味か考えながら読む癖を
つけられるようにしたいです。

「中２英語多読B前期」受講（東洋英和）

●本のレベルが上がるにつれ、面白くなってきた。
「中２英語多読D後期」受講（筑駒）

●今までの多読手帳を見て、面白いと言っていた本や、好
きそうな本を選んで読ませてくれた。外国人の先生は分
かりやすく、面白かった。

「中２英語多読C後期」受講（大妻）

●多読パートでは自分の好みやレベルにあった本を選んで
くれるので良かった。外国人パートでは気軽に発言でき、
会話をものにできて良かった。

「中２英語多読B後期」受講（私）早稲田）

●とても説明が分かりやすかったです。習った文法が身に
ついていくのを実感することができました。

「中２英語文法速習講座」受講（白百合）

中２英語多読 受講生の声

夏期講習講座案内

帰国生等で英検準１級以上の英語力がある方�➡�個別にご相談ください。 前期／後期

英検準２級～２級程度の英語力がある方 ➡ 中2英語多読D

英検３級程度の英語力がある方 ➡ 中2英語多読C

英語はやや苦手な方 ➡ 中2英語多読B

夏期講習は、４ｰ６月期からの継続生や、９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２英語多読BCDコース 9-11月 クラスレベル ▶ B  基礎  C  中級  D  上級
開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

多読+英語での文法・会話演習
多読パート（80分）、外国人パート（80分）の組み合わせ（20分休憩別途）で、英語力を向上させます。多読パートでは、
実際に授業時間中に本を読んでもらい、日本人講師がその様子をみて、受講生本人の読解力・好みを考慮して個別に
選書、読書指導をします。また、多読と併行して、シャドーイングもします。外国人パートでは、外国人講師による文法・
語彙・会話・Writingの指導を行います。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名程度です。
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夏期講習受講ガイド

※夏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。

中３英語多読Ｃ/Ｄ/Ｅ 前期/後期 後期は新規生
専用講座のみ

入会試験付

       
中３英語多読Ｃ/Ｄ/Ｅ 指定講習
C  基礎 D  中級 E  上級　各180分×５日間
指導時の言語：英語・日本語　定員：14名程度

●新規入会希望者・４ｰ６月期在籍者のための講座です。

授業の半分の時間を使って、個別に選書、読書指導をします。各自の読書経験に合わせて、より長くて難しいものに挑
戦していきます。長くなるほど面白くなるので楽しみにしていてください。授業時間の残りの半分は、外国人講師が英語
で語彙・会話・Writingを中心に指導します。前期・後期ともに文法は、間接話法を中心に学びます。なお、Cクラスの
前期とDクラスの後期には、新規生専用講座を用意しています。

▶新規入会希望の方へ
前期の講座最終日に９ｰ11月期（C/D/E/R）のクラス分け・入会試験を兼ねた実力試験を行います。後期（C/D/E）は、
試験の判定結果により９ｰ11月期合格クラスと同レベルのクラスを受講してください。９ｰ11月期の通常授業の受講をご希
望の方で、前期の講座が受講できない場合は、後期の新規生専用講座（講座最終日入会試験付）を受講していただくか、
後期（C/D/E）をご受講のうえ別途入会試験を受験してください。

英語多読多聴入門 入会試験付        
中３・高１英語多読 新規生専用講習
基礎～上級　180分×５日間
指導時の言語：日本語　定員：14名程度

●中３・高１英語多読新規入会希望者のための講座です。

Oxford Reading Tree や Foundations Reading Library のようなやさしいリーダーから始め、現時点の英語力でぎりぎ
り読める本まで、多種多様な本を集中的に多読・多聴（ＣＤを聴きながらの読書）していきます。例年、受講生の多くが、
５日間で読み方がスムーズになり、読書速度が上がることを実感しています。講習中には、本の貸出も行います。講座最
終日に英語力判定試験を行います。この試験は９ｰ11月期のクラス分け・入会試験（R/C/D/E）を兼ねています。

※ 多読の個別指導に特化したクラスのため、外国人講師による作文・文法・会話の指導はありません。日程の都合のつ
かない方は、 英語多読多聴R  の受講も可能です。

英語多読多聴Ｒ 前期/後期 前期のみ入会試験付        
中３・高１英語多読多聴R 指定講習
基礎～上級　180分×５日間
指導時の言語：日本語　定員：14名程度

●新規入会希望者・４ｰ６月期在籍者のための講座です。

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、新規生の参加も歓迎です。前期
の講座最終日に試験を行います。継続生・新規生とも、９ｰ 11月期のクラス分け・入会試験（R/C/D/E）を兼ねています。
試験の結果により９ｰ11月期から「中３英語多読C/D/E」の受講も可能です。９ｰ11月期の通常授業の受講をご希望の方
で、前期の講座が受講できない場合は、別途入会試験を受験してください。

※多読の個別指導に特化したクラスのため、外国人講師による作文・文法・会話の指導はありません。

中 

３ 

英 

語 

多 

読

前期／後期

➡
多 読・多聴と、会 話・
文法・精読の学習を併
行して行いたい。

帰国生等で英検１級以上の英語力がある方� ➡ 個別にご相談ください。

英検準２級～準１級程度の英語力がある方 ➡ 中3英語多読E

英検3級程度の英語力がある方 ➡ 中3英語多読D

英語はやや苦手な方 ➡ 中3英語多読C

多読（英語の大量読書）・多聴（CDを聴きながらの読書）を夏休みに集中的に行
いたい。 ➡ 英語多読多聴入門

夏期講習は、４ｰ６月期からの継続生や、９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。

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、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Ⓐタイプのものをご用
意ください。Ⓑタイプのもの（３本線のもの）、BluetoothイヤホンはＳＥＧのCDプレーヤーでは使用できません。

Ⓑ

３本線

Ⓐ

お願い ２本線

●多読は自分の興味に合ったものが多く、楽しく読めまし
た。外国人パートもストーリーを作るのが面白かったで
す。 「中３英語多読Ｅ前期」受講（桜蔭）

●外国人パートの授業で人狼ゲームをしたり、グループで
活動するのがすごく楽しかった。

 「中３英語多読Ｄ前期」受講（慶應中等）

●多読の先生の選書がとても良かったです。外国人の先
生がとても優しくて安心して授業を受けられました。

 「中３英語多読Ｄ後期」受講（私）芝）

●とても楽しく英語を学べました。映像を観ているときに、
分からない単語をけっこう拾ってもらえたので話の内容
がよく分かりました。

 「中３英語多読Ｃ後期」受講（吉祥女子）

中3英語多読 受講生の声

コースのご案内 中3英語多読中3英語多読 夏期講習講座案内

2018 合 格 者 の 声2019 合 格 者 の 声
英語多読の授業で英語力が大きく向上

　受験にとどまらず、将来的に大切になるだろうと思われる英語
や数学を、深く勉強したいと思っていたためＳＥＧに決めました。
　最も良かったのは英語多読の外国人パートの授業で、外国人
の先生はこちらのレベルに合わせてゆっくりしゃべってくださるた
め、苦手意識を持つことなく授業に参加することができました。
日常生活の中で、「これって英語で何と言うのだろう」などと考え
る癖がついたことで、英語力が大きく向上したと感じています。　

柴田　博史 さん

東京大学
文科Ⅰ類進学
（筑駒卒）

中3英語多読CDEコース 9-11月 クラスレベル ▶ C  基礎  D  中級  E  上級
開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

多読＋英語での会話・Writing演習
多読パート（80分）、外国人パート（80分）の組み合わせ（20分休憩別途）で、英語力を向上させます。多読パートでは、
実際に授業時間中に本を読んでもらい、日本人講師がその様子をみて、受講生本人の読解力・好みを考慮して個別に
選書、読書指導をします。また、多読と併行して、シャドーイングもします。外国人パートでは、外国人講師による文法・
語彙・会話・Writingの指導を行います。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名程度です。

英語多読多聴Rコース（中３・高１合同）
9-11月 クラスレベル ▶ R  基礎～上級

開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

多読＋多聴＋シャドーイング
多読（英語の大量読書）・多聴（CDを聴きながらの読書）を集中的に行うコースです（高１との合同クラス）。英語へ
の苦手意識が強い方、英語が得意でＳＥＧでは集中的に読書をしたい方、家では読書の時間がとれないので授業の
中で集中的に多読をしたい方のためのコースです。１クラス10〜16名程度です。
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考え方こそが大事！
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数学の公式はとても便利です。例えば、２次方程式の解の公式を覚えれば、どんな２次方程式も数値を
代入するだけで解を求めることができます。そのため、多くの学校・塾では解の公式や判別式を暗記させ、
それを利用した問題演習を大量に生徒に課します。一方、ＳＥＧでは、初期の段階では解の公式は教えず、
毎回、平方完成か因数分解で解くように指導しています。解の公式を適用して解くより、１回30秒程度余
分に時間がかかるので、無駄と考える方もいるでしょう。しかし、例えば平方完成は「散らばりを減らす」
技術の１つであり、２次関数の値域、円や球面の式など、いろいろな場面で使われます。そして「散らばり
を減らす」という発想そのものが、三角関数の合成など、幅広い応用がある大切な発想なのです。短期的
には、多くの学校・塾が採用している「公式を暗記し、いろいろな問題に適用することで、公式の使い方を
覚える」方法は、効率よく見えるかもしれませんが、長期的に見れば、公式のもととなる考え方、発想法、
基礎技術を理解する方がずっと応用が広いのです。

数学の楽しみを共有したい！

　ＳＥＧでは、生徒のみなさんと数学の楽
しみを共有したいと思っています。数学の楽
しみといってもいろいろあります。
　●�新しい概念を手に入れ、以前とは異な

るものの見方ができるようになる楽しみ
　●�実験・観察をして、規則を発見する楽
しみ

　●エレガントな解法に感動する楽しみ
など、人それぞれでしょう。しかし、中高
生にとって一番の醍醐味は「苦労して考え
て、自分で解決する楽しみ」ではないでしょ
うか？　この楽しみを、中高時代にできる
だけたくさん味わうことをお手伝いすること
が、私達の使命だと考えています。

　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」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、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
作図法を発見した頃を見計らって、先生は生徒と話しな
がら、一緒に証明をしていきます。

　【問題１】（メネラウスの定理）と【問題２】は、
全く異なる問題ですが、示すべき式は一緒です。
ですから、使う定理は異なりますが、「長さの比を
別の長さの比に移す」という発想で全く同じように
解くことができます。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。

数　学数　学

自分の力で解決する喜びを
体験してほしい
　数学に限らず、何かを学ぶときには、楽しむことが何よりも
大切です。そして、数学を楽しむということは、考えることを
楽しむことです。
　ＳＥＧでは、大事な発想や感覚をしっかり理解することで、
いつの間にか見える景色が変わり、解けると思わなかった見知
らぬ問題が自分の力で解決で
きるようになる、そんな授業
を目指しています。生徒さんた
ちに自分の頭で考え自分の力
で解決する喜びをできる限り
体験してもらうために、ＳＥＧ
オリジナルの手ごたえがあり
解いてみたくなる問題をたくさ
ん用意しています。ぜひ授業
を受けてみてください。

主任講師からひとこと

中１・２数学主任講師  佐藤 太郎
北海道立紋別北高校卒
東京大学理学部数学科卒
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。

【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。

こんな授業やってます！ 中１「幾何」

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」

A

B C

D

中１「平行線と比」
【問題１】
下図において、
AR=a, RB=b, BP=c, PC=d, CQ=e, QA=f      

とするとき、

を証明せよ。
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f
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中２「円周角」・中３「三角比」
【問題２】
ある円に２つの三角形が内接している。
 PA=a, PB=b, QC=c, QD=d, RE=e, RF=f

とするとき、

を証明せよ。
A
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９月からの通常授業と夏期講習の授業形式はほぼ同じです。夏期講習を受講し、ＳＥＧの授業がお子様に
あっているかどうかご確認のうえ、通常授業をお申し込みされるようお願いします。

講義・個別演習・対話型演習の組み合わせです。先生のスタイルや、授業の内容により異なりますが、
概ね次のような形式で授業が行われます。

授業では、白紙の状態から新出事項を解説するので、予習の必要はありません。ただし、チャレンジ
問題などを事前に予習してきていただく場合もあります。復習は必須です。

復習テスト
授業の冒頭15〜30分は、前回までの授業の
内容の理解度を確認する復習テストにあてら
れます。

宿題

毎週、得意な方で20分、苦手な方でも１時間程度で解ける宿題を課します。この宿
題を解くことが復習となります。部活動や学校で忙しい方でも十分にこなせるよう、
適度な量となっています。これができていれば、中学生の間は、その他に問題集等
をこなす必要はありません（宿題が解けない場合には、しっかりとノートを見返して
復習してください）。宿題は毎回提出していただき、添削して返却します。

新出事項の講義
例えば、「図形の証明」の初回であれば、「証
明とは何か」から講義します。

対話型演習

重要な問題や複雑な問題については、一定時
間解く時間を与えた後に解説をします。その
際、適宜生徒に質問し、方針や使うべき性質
について確認します。

個別演習
生徒が自分自身で解く時間を用意しています。
教師は机間巡視をし、間違いを指摘したり、
褒めたり、ヒントを出したりします。

授
　
業

家
庭
学
習

発展課題
余裕のある方や意欲的な方のために、毎回、発展課題（チャレンジ問題）を３題前
後用意しています。ＳＥＧで力をつけ、東大や難関医学部に合格した生徒のほとん
どが、中学時代にチャレンジ問題に取り組んでいます。

学期ごとに、理解度確認を兼ねたクラス分け試験があります。クラス分け試験

学習の形 数　学数　学

数 

学

2018 合 格 者 の 声2019 合 格 者 の 声

山口 由貴 さん

東京大学
理科Ⅰ類進学
（白百合卒）

片山 大輔 さん

東京慈恵会医科大学
医学部進学

（國學院久我山卒）

松平 広康 さん

京都大学
理学部進学

（東京農大第一卒）

先生の頻繁な問いかけが、予習復習のモチベーションに

数学の根本を学べ、深い理解が得られるＳＥＧの授業

ＳＥＧで身についた「学問を楽しむ」という姿勢

　中２の冬に友人に誘われ、一緒にＳＥＧに入塾しましたが、とてもアットホームで楽
しい雰囲気が気に入り、中３の春からは数学も受講しました。宿題が少なく、他の塾
よりも自由が利くため、部活などで忙しい時期でも通い続けることができました。質
問もしやすく、授業以外でも気になったことを先生や友人たちと相談できる環境は、
とても居心地の良いものでした。
　ＳＥＧでは、数学や理科などで定理を習うとき、その証明だけでなく、なぜそのよ
うな結論になるのかの根本を教えてくださいます。その結果、一見、関係なく思える
ことにもつながりがあることが分かり、とても興味深く学ぶことができました。
　数学では、授業中によく当ててくださいましたが、そのときに上手く答えられるよう
にしようと思うことが、予習・復習のモチベーションになりました。ぜひ、みなさんも
ＳＥＧライフを楽しんでください。

  中学入学時から医学部志望で、そのために数学を得意科目にしたいと思っていました。
そんなとき、両親から普通とはひと味違う授業を行う塾があると聞き、夏期講習を受
けてみると、授業が非常に面白かったのでＳＥＧに入塾しました。
  ＳＥＧでは、公式の成立する理由や微分積分の意味など、数学の根本を教えてくだ
さったのが非常にためになりました。おかげで自分で公式を導くなど応用が利くように
なり、受験のときも問題文に惑さわれずに、落ち着いて解くことができました。先生が
つくってくださったプリントも、知識の定着に大いに役立ちました。内容もギャグを交
えた解説など、楽しんで読んでいるうちに内容がスーッと頭に入ってくるものでした。
  ＳＥＧの授業は、先生自身が数学が好きなことが伝わってくる内容の深いもので、数
学に関する趣味の話など、受講生が自然と引き込まれる楽しい内容ばかりでした。生
徒同士が仲良く、互いに切磋琢磨できるのもメリットです。

　個性の強い先生が揃っており、生徒も多様な個性を持っているというＳＥＧの評判
に惹かれ、ここなら高度な数学を学ぶことができると思って入塾を決めました。実際、
先生の学問に対する熱意は非常に高く、生徒の学力レベルも高いＳＥＧに通ったこと
で志望校の京都大に合格することができ、ここに通って本当に良かったと感じています。
　ＳＥＧでは、先生と生徒のコミュニケーションが本当に密で、授業では活発に意見
が交わされ、自分もそのなかに身を置くことで、人間的にも成長できたと思っています。
もちろん、望み通り高度な視点から数学の問題を考察することもできました。そのため、
既習の内容でも違った視点からアプローチすることで、復習することがより楽しくなり
ました。
　ＳＥＧで学んだことで僕がつくづく実感したこと、そしてみなさんに伝えたいことは、

「とにかく学問を楽しめ」ということです。
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コースのご案内 夏期講習講座案内中1数学 中1数学

中１代数ダイジェスト        中１数学 新規生専用講習
基礎～上級　180分×５日間

●中１数学ABコース新規入会希望者で、代数に未習分野がある方のための講座です。
  平面幾何入門A/B   合同とその応用A/B  とセットで受講してください。

ＳＥＧで４ｰ６月期に講義した代数分野（１次方程式、連立方程式、１次関数）が未習の方で、９ｰ11月期からの入会を希望され
る方を対象に、ダイジェスト版を講義・演習します。なお、この講座に加えて、 平面幾何入門Ａ/Ｂ  と 合同とその応用Ａ/Ｂ  
を必ず受講してください。

前提知識  正負の数、文字式

平面幾何入門A/B 中１数学A/B 前期指定講習
A  基礎  B  上級　180分×5日間

●中１数学ABコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。この講座受講後に 合同とその応用A/B  
を受講してください。

図形の感覚を確認しながら、図形の証明とはどんなことなのかを、実例を通じて理解し身につけてもらうための講座です。
公理から、基本的な定理を証明していくなかで、図形的な感覚を身につけつつ、論理的に証明する楽しみを味わってもら
います。Ａクラスでは基礎的な問題を中心に、同じタイプの問題を反復して考えることで着実な理解と定着を目指します。
Ｂクラスでは基礎的な問題から始めて、発展的な問題まで考えていきます。

合同とその応用A/B        中１数学A/B 後期指定講習
A  基礎  B  上級　180分×5日間

●中１数学ABコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。この講座受講前に 平面幾何入門Ａ/Ｂ  を
受講してください。

２つの図形がぴったりと重なるとき「この２つの図形は合同である」と言い、この合同の利用の仕方を身につけることが、
図形の証明や計量についての問題を解決する力の土台になります。合同を利用するさまざまな問題に挑むことで、考える力、
問題を解決する力を伸ばしていきましょう。合同な図形を発見することで、問題が鮮やかに解決される楽しみを味わってく
ださい。Ａクラスでは基礎的な問題を中心に、同じタイプの問題を反復して考えることで着実な理解と定着を目指します。
Ｂクラスでは基礎的な問題から始めて、発展的な問題まで考えていきます。

前提知識  平面幾何入門A/B  の内容

中１幾何ダイジェスト（上級） 入会試験付        中１数学 新規生専用講習
上級　180分×５日間

●中１数学Bクラス新規入会希望者で、 平面幾何入門  と 合同とその応用  が受講できない方のための講座です。
　※代数に未習分野のある方は 中１代数ダイジェスト  とセットで受講してください。

９ｰ11月期からＢクラスに入会希望の方を対象に、「平面幾何入門」と「合同とその応用」の講座内容のダイジェスト版を
講義・演習します。Bクラスの内容のダイジェストですので、数学が得意で意欲溢れる方でないと内容のすべてを習得する
ことは難しい講座です。講座最終日に、９ｰ11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（「中１代数ダイ
ジェスト」の内容も含まれます）。代数に未習分野のある方は、事前に 中１代数ダイジェスト  を必ず受講してください。

円錐と球の体積 中１数学 特別講習
180分×1日間

円錐や球の体積の公式を知っている方は多いでしょう。でも、その理由を知らない人も多いのではないでしょうか？ 中１
数学の知識があれば、その証明は十分に理解可能です。授業の前半では、連続する自然数の和、平方数の和の計算公
式を導きます。後半では、平方数の和の公式と、不等式の考え方、極限の考え方を使って、円錐の体積が「底面積×高
さ÷3」となることや、球の体積が「４π×(半径）3÷3」となることを証明します。文字式の初歩以外の予備知識は不要ですが、
数学が得意で意欲溢れる方でないと、すべてを理解することは難しい講座になります。

年間進度表
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

AB 文字式と数列
正負の数、文字式、

１次方程式・連立方程式、
座標平面・１次関数

幾何の公理・図形の計量・
図形問題の証明・
合同・平行四辺形

平行線による比の
移動・相似、確率 三角形の五心 整数、座標幾何

この他に、�英語で整数論  があります。25ページをご覧ください。
※夏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。
●中１数学Extremeαの案内は23 ～ 24ページをご覧ください。

９月から入会される方のための夏期講習受講ガイド

９月から入会される方は、以下を目安に夏期講習を受講してください。

①１次方程式、連立方程式、１次関数が既習の方
文部科学省の中２数学までの代数分野（１次方程式、連立方程式、１次関数）が学習済みの方は、下記のABコー
ス指定講習を受講してください。

②１次方程式、連立方程式、１次関数が未習の方
文部科学省の中２数学までの代数分野（1次方程式、連立方程式、1次関数）が学習済みでない方は、下記を受講し
てください。

＊数学の受講コース・クラスを迷われる方のために、以下に「判定問題」を掲載しています。
　ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］

夏期講習は、４ｰ６月期からの継続生や、９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代数ダイジェスト   ＋  平面幾何入門A/B   ＋  合同とその応用Ａ/Ｂ ★ 
★ 夏期後期指定講習「合同とその応用」は「平面幾何入門」の内容が前提になります。必ず「平面幾何入門」を受講してから、
　 「合同とその応用」を受講してください。
※ Ｂクラス入会希望で日程的に「平面幾何入門Ｂ」と「合同とその応用Ｂ」を受講する余裕がない方は、「中１幾何ダイジェスト（上級）」

を受講してください。「中１幾何ダイジェスト（上級）」は、数学が得意で意欲溢れる方でないとすべての内容を習得することは難し
いため、日程に余裕がある方、自信がない方は夏期指定講習２講座の受講をお勧めします。

クラス
レベル

A  基礎…数学にやや苦手意識のある方向け
B  上級…数学が得意な方、自信がある方向け
※いずれか1レベルをお選びください。

前期指定講習 平面幾何入門A/B   ＋ 後期指定講習 合同とその応用Ａ/Ｂ  ★

中 

１ 

数 

学

●先生と生徒の間で対話しながら解説が進んでいったの
で、理解しやすかった。先生は、ただ書き方を教える
だけではなく、注意点や手順も丁寧に教えてくださった
ので、とても分かりやすかった。

 「平面幾何入門B」受講（開成）

●復習テストがだんだん素早くできるようになっていっ
て嬉しかったです。証明が少し得意になりました。

 「合同とその応用Ａ」受講（筑附）

中１数学 受講生の声

中１数学ABコース 9-11月 クラスレベル ▶ A  基礎  B  上級
開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

中１数学ABコースは、文部科学省の学習指導要領の中学１・２年生の内容＋αを週１回３時間、年間50回の授業で
講義・演習します。夏期講習期間中は、１日３時間×５日間×２の集中授業となります。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

（１クラス20名程度）。
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コースのご案内 夏期講習講座案内中2数学 中2数学

円周角の定理とその周辺B/C        中２数学B/C/X 前期指定講習
B  基礎  C  上級　180分×5日間

●中２数学BCコース新規入会希望者、中２数学BCコースおよび中２数学Xコース４ｰ６月期在籍者のための講座です。 
２次関数と放物線B/C  とセットで受講してください。

円は、定点（中心）からの距離が一定である点の全体であるという定義から分かるように、対称性に溢れた図形です。そ
の対称性のおかげで、円はさまざまな美しい性質と応用を持ちます。この講座では、円の性質で最も基本的で応用が広
い「円周角の定理」とそれから導かれる円の諸性質を中心に、円の世界を探求していきます。

前提知識  合同・相似、ピタゴラスの定理および平方根、２次方程式

２次関数と放物線B/C 中２数学B/C/X 後期指定講習
B  基礎  C  上級　180分×5日間

●中２数学BCコース新規入会希望者、中２数学BCコースおよび中２数学Xコース４ｰ６月期在籍者のための講座です。 
円周角の定理とその周辺B/C  とセットで受講してください。

中高での数学の大きなテーマは、「関数とグラフの対応」「図形と式の対応」です。関数や方程式の性質は、関数のグラ
フや式と対応する図形を通して調べることができ、逆に、座標平面上のグラフや図形は、それらを表す式を利用してその
性質を調べることができます。この講座では、文部科学省中３数学の範囲の2次関数 y=ax 2を題材に、「関数とグラフの

対応」「図形と式の対応」について学んでいきます。

前提知識  平方根、展開・因数分解、２次方程式

年間進度表
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（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 ３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×４日 ３時間×７週

BC 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 共円条件 場合の数

この他に、�英語で整数論   ＪＭＯ（日本数学オリンピック）に挑戦！ �があります。25ページをご覧ください。
※夏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。

９月から入会される方のための夏期講習受講ガイド

ＳＥＧ中２数学の夏期講習は、文部科学省の中３数学の平方根、２次方程式、相似が学習済みの方が対象です。
平方根、２次方程式、相似が既習で９月から入会される方は、夏期講習は下記の２講座を受講してください。

＊数学の受講コース・クラスを迷われる方のために、以下に「判定問題」を掲載しています。
　ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］

夏期講習は、４ｰ６月期からの継続生や、９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。

クラス
レベル

B  基礎…数学にやや苦手意識のある方向け
C  上級…数学が得意な方、自信がある方向け
※いずれか1レベルをお選びください。

前期指定講習 円周角の定理とその周辺Ｂ/Ｃ   ＋ 後期指定講習 ２次関数と放物線Ｂ/Ｃ  

中 

２ 

数 

学

●解けたときの手ごたえが良かった。一つひとつ粘って解
ききれたことが楽しかった。

 「円周角の定理とその周辺Ｃ」受講（本郷）

●授業がとても分かりやすく自力で解ける問題が多かった
です。証明もパズルみたいで面白かったです！ 相似・
合同を証明できたとき、角度が分かったとき、定理が
分かったとき、難しいものであればあるほど、とてもスッ
キリしました。

 「円周角の定理とその周辺Ｂ」受講（桐朋女子）

●ただ単に問題の解答を解説するだけでなく、その問題
に出てきた定理や解き方の別の活用法も教えてくれて、
楽しい授業だった。

 「円周角の定理とその周辺B」受講（筑駒）

●自分が思いつかなかった解法を他の人が色々あげて
いて、「こんな解き方もあるんだ」と思えて楽しかっ
たです。 「２次関数と放物線Ｃ」受講（桜蔭）

●今まで関数があまり好きではなかったけれど、２次
関数はとても面白かった。

 「２次関数と放物線Ｃ」受講（青山学院）

●放物線についての計算が楽しかった。グラフは苦手
だけど丁寧に教えてくれたため、理解することができ
た。別解が複数あり、他の解法も知ることができた。

 「２次関数と放物線Ｂ」受講（大妻）

中２数学 受講生の声

中２数学BＣコース 9-11月 クラスレベル ▶ B  基礎  C  上級
開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

文部科学省学習指導要領の中３数学＋αを学習します。４–６月期までに、平方根、２次方程式の学習は修了してい
るので、夏期講習（７〜８月）では、円と２次関数を学習していきます。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、より幅広い話題について講義・演習するCクラスがあります（１クラス22名程
度）。
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コースのご案内 夏期講習講座案内中3数学 中3数学

中３数学ＣＤ入会講座 入会試験付        中３数学Ｃ/Ｄ 前期新規生専用講習
180分×5日間

●中３数学CDコース新規入会希望者のための講座です。この講座とあわせて 三角比  を受講してください（三角比が
学習済みの方は、 整数C/D  を受講してください）。

 y=ax²+bx+c のグラフ、２次不等式については学習済みという方を対象に、９ｰ11月期から中３数学CDコースに参加する
のに必要な項目（パラメータを含む２次関数および図形と式の主要部分）を学習します。

▶９–11月期通常授業について
講座最終日の授業内で行われる〈中３数学CDコース入会試験〉を受験してください。試験の詳細については、授業内で
配布される「最終日試験のご案内」をご覧ください。

図形と式C/D 中３数学C/D/X 前期指定講習
C  基礎  D  上級　180分×5日間

●中３数学CDコースおよび中３数学Xコース４ｰ６月在籍者のための講座です。CDコースの方は 整数C/D  、Xコース
の方は 三角比  とセットで受講してください。

 xy 平面上で円や直線といった図形を考え、それらをx, y の式で表すということから始めます。それにより、図形の問題を
数式を利用して解くことができるようになり、「素朴な方法でも解ける、ちょっと工夫するとこんな風にも解ける」というこ
とを体得してもらいます。円外の１点から引いた２接線の接点を通る直線（極線）の式を求める、といった話題も扱います。

整数C/D 中３数学C/D 後期指定講習
C  基礎  D  上級　180分×5日間

●中３数学CDコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

整数というジャンルは、暗号理論やISBNといった現代の生活に登場する話題と密接な結び付きがあります。この講座で
は約数・倍数・素数といった基本的な話題から始め、ユークリッドの互除法、合同式などを扱います。これらの道具を用
いて、巨大な数を割った余りを求める・論証問題を解くといったことにも取り組みます。

三角比 中３数学X 後期指定講習
180分×５日間

●中３数学ＣＤコース新規入会希望者、中３数学Xコース４ｰ６月期在籍者のための講座です。

cosθ, sinθといった三角比の定義から始め、その性質や図形問題への応用を講義・演習します。三角比を学べば、「図形
の情報を数式に翻訳し、計算して調べる」という手法で多くの図形問題を攻略することが可能です。この講座では、やや
難しい図形問題にもチャレンジします。

中３生のための数Ⅰ数Ａ応用演習Ⅰ 三角比・場合の数 編 中３数学 特別講習
180分×４日間

「応用問題が解けるようになりたい」という方のための講座です。三角比（数Ⅰ）、場合の数（数Ａ）について標準～大学
入試レベルのさまざまな問題を扱い、応用問題を解くための粘り強い思考力をつけることを目標とします。各単元で、は
じめは標準問題（１～２手詰め）、後で応用問題（２～３手詰め）を扱い、応用問題を解くための“頭の使い方”をトレー
ニングします。

前提知識  三角比・場合の数の基本事項
※冬期講習で続編の講座（2次関数［数Ⅰ］・確率［数Ａ］編）を開講予定です。

確率と期待値 中３数学 特別講習
180分×５日間

サイコロの目は振ってみないと何が出るかは分かりません。だからといって、数学で扱う対象とはなりえないかといえばそ
んなことはないのです。この講座では、起こりやすさの程度を仮定したり、あるいは何が同様に確からしいのかを仮定して、
事象が起こる確率の計算法を学びます。
注意：春期講習「中３数学C/D 確率と期待値」と内容が重複します。

年間進度表
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（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 ３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×４日 ３時間×７週

CD 確率と期待値 三角比、
２次関数（発展編）

座標平面での
直線・円 整数 整式と方程式、

いろいろな関数とグラフ 最大最小問題 数列と帰納法

ＣＤ
夏期
入会

座標平面での
直線・円、

２次関数（発展編）
三角比

この他に、� JMO（日本数学オリンピック）に挑戦！ �があります。25ページをご覧ください。
※夏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。

９月から入会される方のための夏期講習受講ガイド

ＳＥＧ中３数学の夏期講習は、y=ax ²+bx+c のグラフ、２次不等式が学習済みの方が対象です。
９月から入会される方は、夏期講習は下記の２講座を受講してください。

＊数学の受講コース・クラスを迷われる方のために、以下に「判定問題」を掲載しています。
　ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］

夏期講習は、４ｰ６月期からの継続生や、９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。

クラス
レベル

C  基礎 …数学にやや苦手意識のある方向け
D  上級…数学が得意な方、自信がある方向け
※いずれか1レベルをお選びください。
※　中３数学CD入会講座　　三角比　はそれぞれ１レベルのみの開講です。

前期指定講習 中３数学CD入会講座   ＋ 後期指定講習 三角比  ★
★ 三角比が学習済みの方は、　整数C/D　を受講してください。

中 

３ 

数 

学

●説明が分かりやすく、「なぜ」と思ったところもすぐ分か
るような説明をしてくれたので、授業が終わる頃には「分
からない」ということがなかった。

 「中３数学ＣＤ入会講座」受講（小石川）

●座標内で幾何の知識を使うことによって、より問題が
解きやすくなった。難しいと思った問題でも、解き方に
よってはすぐに解けてしまうことに驚いた。　　

 「図形と式Ｄ」受講（海城）

●簡単な例から入って考えることで、新しいこともとても
理解しやすかったです。一つの問題の解法から自ら定
理が導き出せて、さまざまな問題にも応用できることか
ら、数学の面白さに気づくことができました。今までの
中でこの講習が一番楽しかったです！

 　「図形と式Ｃ」受講（晃華学園）

●合同式を用いることで、解くことのできなさそうだっ
た問題が簡単に解けることの素晴らしさが分かりま
した。 「整数Ｄ」受講（麻布）

●自分たちで定理を見つけたり、その定理に基づいて
問題を考えることができて面白かった。

 「整数Ｃ」受講（光塩女子）

●まだ未習だったが、基礎に長く時間をとっていたので
分かりやすかった。 「三角比」受講（駒場東邦）

●基本問題から応用まで勉強できて良かった。
 「中３生のための数Ⅰ数Ａ応用演習Ⅰ」受講（東大附）

●チャレンジ問題が解けるか解けないかの難易度で、
解いていて楽しかった。「確率と期待値」受講（栄東）

中３数学 受講生の声

中３数学CDコース 9-11月 クラスレベル ▶ C  基礎  D  上級
開講曜日・手続については、29・30ページをご覧ください。週１回、全12回

４–６月期までに確率、２次関数、三角比の学習は修了しているので、夏期講習（７〜８月）では「図形と式」と「整数」
を学習していきます。基礎から標準問題まで、類題演習も豊富に行うC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Dクラスがあります（１クラス25名程度）。



冒険は、自由だ！
〜数学＝『実験＋発見＋大冒険！』〜
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コースと夏期講習講座案内数学Extreme 数学Extreme

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わけです。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。

まずは、手を動かすこと！

　取り組む問題を自分のものにするには、何より、その
問題と密に接することが肝要です。数学Extremeの授
業では、まずは紙の上で生徒のみなさんに「実験して
もらう」ことをとても大切にします。例えば、「２100の10
の位は？」という問題に出くわしたのなら、何はともあれ

「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、考え方を講師
が生徒に伝えてしまうのが、「解けるようになる」にはもっ
とも早いわけですが、通常の「数学の授業」ではできな
い遠回りをすることは、何か規則を見つける、見つける
喜びを得られることにつながります（時に、とんでもな
く脱線する＝思いもよらない話へ進んでしまうこともあ
ります）。

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（原則日曜日）
のペースで開講されます。開講回数が少ない分、１回の
授業は５時間半〜６時間（休憩時間を含む）と、やや長
めになっています。Extremeの教室では、仲間とともに、
自ら解決する喜び、他者の考え方を共有する喜びを味わ

い、普段の生活の中では、自分ひとりでじっくりと問題
を考えることで、数学力に加えて、応用力・発想力・表
現力を伸ばしていくことができます。月に１回の開講で
すから、みんながライバル、というより、みんなが友達、
といった雰囲気の教室になります。まさに、数学クラブ
のイメージです。

可能性は無限大！

　数学Extremeコースは、数学のエリートのみを集め
たクラスではありません。考え方を共有したり、数学そ
のものを楽しむことに、点数のうえでの「頭の良さ」は
必ずしも必要がないからです。ですが、自ら興味を持っ
て問題に取り組む意欲のある生徒さんにとっては、これ
以上ないチャンスの場であるともいえます。毎回、教室
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、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、語り
合える仲間がいる場所がExtremeの教室なのです。実
際に、数学オリンピックや広中杯（全国中学生数学大会）
で、過去そして今もなお、数多くの入賞者が現れるのも、
彼らが彼らなりにExtremeの場を活かしてくれていたと
いうことでしょう。

みなさんの思考力・発想力を、数学を通して引き出すこと、育てることを目的としたコースのため、学校の進度や 
ＳＥＧ数学本科のカリキュラムとは完全に異なります。

数学Extremeα（中１対象）  開講日程は、専用のご案内プリントをご覧ください。

夏期講習講座案内

中１数学Extremeα 平面図形の構造と探求 中１数学Extremeα 指定講習
180分×４日間

数学Extremeコースですでに学んでいる方、これから数学Extremeコースでがんばってみようという方、数学Extremeコー
スに興味のある方に向けた講座です。さまざまな初等幾何の問題の中でも、「角度を求める問題」「回したり拡大したりが
効果的な問題」に特にスポットを当てて、
　・どのようにして作られた問題なのか？
　・考え方を応用すると、どのような問題が作れるようになるのか？
　・さまざまな問題に共通する「決め手」は何か？
を考えてもらいます。
ただ問題を解くだけではなく、その後ろにあるものを考えることで、さまざまな図形問題に通用する力をつけるのみならず、
自分で問題を作る力もつけてもらいます。最終的には下の２つの問題が「同じように」見えてくるでしょう。
一風変わった、Extremeならではの「図形の探求」を一緒に味わってみませんか？

※夏期講習の講座の開講日程・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。
※�中２・３数学Extremeβは、夏期講習の開講はありません。９月以降の授業については、専用のご案内プリント・SEGホームペー
ジをご覧ください。

年間カリキュラム
春期講習 帰納的な考え方 夏期講習 角度の問題に挑む １月 ゲームの必勝法

４月 余りの世界 ９月 連分数の不思議 ２月 組合せと数えあげ

５月 べき乗数の秘密 10月 数の表わし方のさまざま

６月 フィボナッチの数列 11月 数学ゲーム

※冬期には開講しません。
・[9月～ 2月授業時間］10：00 ～15：30（休憩含む）
・夏期講習・月１回授業とも、無選抜制です。
・[2020年度への接続］数学Extremeβクラスへ接続します。

数
学Extrem

e

※中1数学Extremeαの夏期講習は、１講座です（前期・後期に分かれていません）。

凸四角形PQRSについて、次のことが分かっている。
∠PQS=20°,  ∠RQS=60°,

∠SRP=30°,  ∠QRP=50°

このとき、∠PSQ の大きさを求めよ。

頂角 A の大きさが 20° の二等辺三角形 ABC がある。
辺 AC上に点 PをBC=PCとなるようにとり、半直線
BP 上に点Qを、∠CAQ=20°となるようにとる。こ
のとき、∠BQCの大きさを求めよ。

テキストで扱う問題の例

Q R

S

P

20° 30°
60° 50°

CB

A

Q

P

20°20°

「どっちも同じじゃん！」と
つぶやくあなたは

立派なExtreme生!!
エクストリーマー
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夏期講習講座案内特別講習・ゼミナール

英語で整数論 中１～中２ 数学・英語 特別ゼミナール
180分×５日間　指導時の言語：英語

Harvard大学の数学科出身の講師が、英語で整数論を教える講義・演習講座です。四則計算の英語での表現から始めて、
素数、約数、倍数、素因数分解、約数の個数、約数の和、完全数、合同式、合同式の倍数判定への応用、１次合同方程式、
最大公約数、最小公倍数、合同式での平方根、自然数 nと互いに素なn以下の自然数の個数（オイラー関数）、フェルマー
の小定理、オイラーの定理、合同式でのn乗根、これらの知識を使った応用問題、発展問題までを取り扱います（発展問
題は数学が得意な方のみ）。整数論についての予備知識は不要です。英語は、英検準２級程度以上の力があればついてい
けます（数学が得意なら３級でもついてこられます）。 （Michael Raship）

JMO（日本数学オリンピック）に挑戦！ 中2 ～高２ 数学 特別講習
180分×４日間

数学オリンピック、と聞くと、『興味はあるのだけれど雲の上の人の話、一問も解けないや』、そんな感想をお持ちの方も多
いのではないでしょうか？ そんなみなさんの「こわい」イメージを、数学オリンピックならではの考え方、アイデアのひらめ
き方を過去問を通して学ぶことで、「楽しい」ものに変えてしまいましょう！  というのが、この講座です。分野毎に一から
解説する形式ですので、数学オリンピック初心者のみなさんでも大丈夫です。JJMO（日本ジュニア数学オリンピック）を目
指す方も大歓迎です。 （岡本雄一）

前提知識  原則として中学修了程度
注意：昨年度夏期講習の同名講座の問題と重複します。

速読による能力訓練 ～日本語の速読訓練です～ 中３～高３ 特別講習
180分×５日間

「『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・徹底化を目指す内容です。’95年
夏からスタートし、現在25年目、8,300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。

目指せ！ 国際物理オリンピック 中１～高１ 物理 特別ゼミナール
180分×2日間

1967年の第１回大会を皮切りに、ほぼ毎年開催されている、全世界の大学入学前の若者たちが物理の力を競う「国際物
理オリンピック」が、2022年にはいよいよ日本で開催されることになっています。この講座では、国際物理オリンピック
に向けてどのような事柄を学んでいけばよいのかを紹介します。物理の知識は必要ありませんが、我こそはという意欲あ
ふれるみなさんをお待ちしています。 （椿信也）

※夏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。

特
別
講
習
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

2018 合 格 者 の 声2019 合 格 者 の 声

佐藤 ふたば さん

東京大学
理科Ⅰ類進学

（県立船橋卒）

岩﨑 彩花 さん

順天堂大学
医学部進学
（雙葉卒）

椎名 昭斗 さん

東京大学
理科Ⅱ類進学

（駒場東邦卒）

解法を覚えるのではなく、自分の頭で考える数学

参加型の授業で友人ができ、楽しく通塾できた

通うのが楽しくなるワクワクする授業ばかり

　ＳＥＧに通っていた知人の勧めで数学Extremeの冬期講習を受講したのですが、周
りのレベルの高さに驚かされました。しかし、先生から励ましの言葉をいただいて頑
張ろうという気になり、入塾することにしました。
　当初は、絶対についていけないと思い不安でしたが、おまけ問題やチャレンジ問題
を解くのが楽しく、何日も考えて解いては先生に見てもらっているうちに、徐々に数学
が好きになっていきました。友達もでき、和やかに楽しく授業を受けることができました。
　どの先生も教え方が個性的で素敵でした。テキストはもちろん良いのですが、時に
はそれにとらわれず自由に授業を展開することもあり、毎回楽しみにしていました。解
法を覚えるのではなく、自分の頭でしっかり考えることができるようになったのが、最
大の収穫だと思っています。ＳＥＧなら、単なる受験勉強以上の学びが得られると思
います。

　楽しく学べる塾を探していました。多読の授業が魅力的だったことから、中１から通
いはじめたのですが、他塾と比べて圧倒的に楽しく勉強を続けることができたと思っ
ています。ＳＥＧでは、先生と生徒の距離が近く、質問しやすい環境が整っています。
クラスの人数が増えた場合でも、先生方は生徒一人ひとりに向き合ってくださいました。
　多読の授業では、生徒が少しでも英語を話しやすいように参加型の授業になってお
り、他の生徒とも話しやすい雰囲気があります。おかげで友達もでき、通塾がより楽
しくなりました。
　勉強に楽しさがあれば、受験のつらさも軽減されます。その科目の本当の面白さが
学べるＳＥＧで、楽しく頑張ってください。

　良い塾だという噂を耳にし、試しに受講してみると噂通りだったため、通塾すること
にしました。
　実際、ＳＥＧでは本質的なことを教えていただけるので、受験勉強をしているという
より、「新しい世界の扉を開いてもらっている」ような感覚になります。ですから、通う
ことが全く苦痛ではなく、ひたすら楽しい日々でした。先生方がみな独特な個性を持っ
た人たちだったことも大きいと思います。
　授業では、いわゆる受験テクニックにとらわれない本質的な解説が中心ですから、
退屈な時間が一切ありません。本当に受けていてワクワクしてくる授業ばかりでした。
もともと勉強は好きではないのですが、ＳＥＧにいるときは楽しい時間を過ごせました。
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会員相談室（Ｈ教室１階）

自習室（Ｔ教室２階）

図書室（Ｔ教室２階）

講師室（Ｔ教室１階）

チューター室（Ｔ教室１階）

待合室（Ｔ教室１階）

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
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
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。

　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合
上、クラス変更ができない場合もあります。

●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

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、MyPaɡe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、MyPaɡeで事前に振替登録を行っていただくか、受付までお申し出く
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。

� �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。

	 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、必ず事前に連絡してください。

　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。

　●中１・中２数学
ご自身でテキストの問題を解き、MyPaɡe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。

　●中３数学
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
MyPaɡe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。
＊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（日曜日は閉室）］
　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。

　●英語多読
授業の性質上、授業ノートはありません。外国人パートについては、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。

クラス変更

欠席などで抜けが生じた場合

Ｓ
Ｅ
Ｇ
の
サ
ポ
ー
ト

ＳＥＧのサポート 欠席・クラス変更について

●進路・学習・入試相談
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。

●集中できる自習環境
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、ＳＥＧホームページでご確認く
ださい。
＊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
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。
＊講師室に直接お越しいただくか、事前にご連絡ください。

●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、
ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.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。

●待合室
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。

●救護室
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。

●警備
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。

個別相談専用電話番号▶03-3366-5530（月～土／13:00 ～ 21:00）
ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→ページ下部の［お問い合わせ］

授業外のサポート
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9月からの通常授業は夏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、夏期講習の ｢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、夏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。

＊「中１幾何ダイジェスト（上級）」は、数学が得意で意欲溢れる方でないとすべての内容を習得することは難しいため、
日程に余裕がある方、自信がない方は夏期指定講習２講座の受講をお勧めします。

※�夏期講習をやむを得ない事情で受講できない方は、新規入会試験を受験して、その結果クラスで９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もしくは中２・３生の試験要項をご覧ください。

中１ 英語多読	Ａ/Ｂ/Ｃ（後期は新規生専用講座のみ） 数学　幾何ダイジェスト（上級）＊

中２ 英語多読	Ｂ/Ｃ/Ｄ（後期は新規生専用講座のみ）

中３ 英語多読	Ｃ/Ｄ/Ｅ（後期は新規生専用講座のみ）・
多読多聴Ｒ（前期のみ）・多読多聴入門 数学　ＣＤ入会

《試験日時・試験範囲・結果発表日》	
５月下旬に公開される「試験要項」をご覧ください。以下でもご覧いただけます。
ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］→［入会試験］
《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
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1,000円）

メイト会員の方…………受験料（１科目１回1,000円）
過去に通常授業を受講していた方……無料

　
ＳＥＧ�MyPaɡe（https://www.seɡ.co.jp/mypaɡe/）→［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。

入会試験申込方法

試験結果の確認

（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、5月下旬に以下に掲載される「通常授業曜日・
時間・講師表」でご確認ください。

　���ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.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、または以下でご確認ください。
　���ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［授業内容］→［数学Extreme］

通常授業9ｰ11月期 受講料
学年 講座名 Ⅲ期

9/2 ～ 10/12
Ⅳ期

10/14 ～ 11/23

中１
中１英語多読 41,700円 42,500円

中１数学 32,300円 32,800円

中２
中２英語多読 41,700円 42,500円

中２数学 32,300円 32,800円

中３

中３英語多読Ｃ/Ｄ/Ｅ 37,600円 38,300円

英語多読多聴R 37,600円 38,300円

中３数学 32,000円 32,600円

曜日 月 火 水 木 金 土昼 土夜

17�:�15 ～ 20�:�15 14�:�00 ～
17�:�00

17�:�40 ～
20�:�40

中１
英語多読A/B/C Ａ/Ｂ/Ｃ Ａ/Ｂ/Ｃ Ａ/Ｂ/Ｃ Ａ/Ｂ/Ｃ Ａ/Ｂ/Ｃ Ａ/Ｂ/Ｃ Ａ/Ｂ/Ｃ

数学A/B Ａ/Ｂ Ａ Ａ/Ｂ Ａ Ａ Ａ/Ｂ Ａ/Ｂ

中２
英語多読B/C/D Ｂ/Ｃ/Ｄ Ｂ/Ｃ/Ｄ Ｂ/Ｃ/Ｄ Ｂ/Ｃ/Ｄ Ｂ/Ｃ/Ｄ Ｂ/Ｃ/Ｄ Ｂ/Ｃ/Ｄ

数学B/C Ｂ/Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ/Ｃ Ｂ Ｂ/Ｃ Ｂ/Ｃ

中３

英語多読C/D/E Ｃ/Ｄ Ｃ/Ｄ/Ｅ Ｃ/Ｄ/Ｅ Ｃ/Ｄ/Ｅ Ｃ/Ｄ/Ｅ Ｃ/Ｄ/Ｅ Ｃ/Ｄ/Ｅ

英語多読多聴R Ｒ Ｒ

数学C/D Ｃ/Ｄ Ｃ/Ｄ C Ｃ/Ｄ C Ｃ/Ｄ Ｃ/Ｄ

※年間の受講料については別冊子「入会手続のご案内」、または以下をご参照ください。
　ＳＥＧホームページ（http://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］→［2019年度受講料］
※�数学Extremeα・数学Extremeβの受講料は専用のご案内プリント・ＳＥＧホームページでご確認ください。
１回（１日）単位でお申し込みを承ります。

※メイト会員登録料・受験料・入会金・受講料には消費税が含まれています。

通常授業9ｰ11月期 開講曜日一覧

通常授業 9月入会手続のご案内 通常授業 開講曜日・受講料

入会手続

通常授業を受講

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。
・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
※申込書他について　
・受講申込書
・入会申込書
・口座振替依頼書

※入会金および受講料について
・�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が含まれます。

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

入会試験のお申し込み時に窓口にて、また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。

ＳＥＧ 
MyPage

入会試験を受験 9/2（月）～11/23（土祝） 全12週
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