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SEGに入ったきっかけ
自己紹介

青木純　自己紹介を兼ねて、ＳＥＧに入ったきっか
けを聞かせてください。
都竹　東京大学文科Ⅲ類に通っている都竹直樹で
す。麻布高校出身です。ＳＥＧには高１の夏に入り
ました。数学の成績が伸びなかったので、どこかい
い塾はないかと探していました。友達がＳＥＧに
通っていたことと、定期券圏内だったことで決めま
した。
井之上　海城高校出身で、東京大学文科Ⅰ類の井之
上旦です。英語が好きだったので、英語を楽しく学

べる塾を探し、中１の終わり頃から多読の授業に通
い始めました。
水野　同じく海城高校出身で、東京大学文科Ⅱ類の
水野廉大です。中１のプレ春期講習から多読の授業
を受け、中１の秋からは数学も受けました。きっか
けはよく覚えていないのですが、おそらく親が僕の
成績を心配して入れたのだと思います。とはいえ、
まだ中学生なので、あまりハードな勉強をさせても
よくない。ＳＥＧならゆったり楽しく学べるのでは
ないかと思ったようです。
江田　一橋大学商学部に通っている江田雄海といい
ます。出身高校は私立本郷高校です。ＳＥＧに入っ
たのは高１の冬からです。高１の２学期に行われた
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 敬称略

※�本文中に出てくる「青本」はSEG高２冬期〜高３春期の数学のテキ
スト、「クリーム本」はSEG高３・１学期の数学のテキストです。
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後輩に薦める
参考書は？

・『英熟語ターゲット1000』（旺文社）
・『文系数学の良問プラチカ』（河合出版）

・SEGのテキスト
・『鉄壁』（角川学芸出版）
・『世界史一問一答』（東進ブックス）

最近読んで
面白かった
本は？

・『ナミヤ雑貨店の奇蹟』（角川書店） ・ダン・アリエリー『予想通りに不合理』（早川書房）
・『蛍雪時代』（旺文社）

座右の銘、
好きな言葉は？

「努力は天才にも勝る」 「動かないと何も始まらない」

自分はどんな
SEG生だった？

とにかくSEGが大好きだったSEG生 数学が苦手でも、SEGの授業ですぐに数学好きにな
れることを証明したSEG生

目標とする人・
尊敬する人は？

スティーブ・ジョブズ

クリエイティブな精神には見習うところが多いから。

委員会の先輩方

冷静で経験豊富で、とても大人だと思います。

大学生活の
魅力は？

自由な時間が多く、やりたいことを心置きなくでき
るところ。

選択権が得られること。

将来の夢は？ 未定です。 幸せになること。
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数学のテストが 16 点と、高校内で下から４番目の
成績で、親から強制的にＳＥＧに通うように言われ
ました（笑）。

知的好奇心を大事にしてくれる
ＳＥＧの授業の印象

青木純　ＳＥＧに通い始めて、どんな印象を受けま
したか。
井之上　僕が最初に通ったのは多読の授業です。教
室にたくさんの英語の本が置かれているのが新鮮で
わくわくしました。授業もアットホームな雰囲気で
した。

青木純　英語は小学校時代からやっていたんです
か。
井之上　公文を数年間やっていました。でも、最初
は簡単な絵本から読み始めるので、まったく英語を
勉強していなかった人でも大丈夫です。
水野　僕も多読からスタートしたのですが、本を読
んでいるだけで英語ができるようになるのか、半信
半疑でした（笑）。でも、ネイティブの先生が、英
語がほとんど分からない中１の僕たちに向かって、
言語の壁を易々と乗り越えて、コミュニケーション
を図ろうとしてくれるところが楽しかったですね。
青木純　多読以外の授業の印象はいかがでしたか。
水野　多読は、勉強とは楽しいものだということを

教えてくれました。それは数学の授業でも同じです。
中学のテキストには「チャレンジ問題」がついてい
て、それを解いてくると「すごいね」とほめられま
す。解ける楽しさに目覚めました。また、中学の岡
本先生の授業では「懸賞問題」もありました。どう
解いたか、皆の前で発表するのですが、僕は調子に
のって 20 分ぐらい独壇場で発表したことがありま
す（笑）。合格祝賀会のとき、岡本先生から「水野
くんが発表した、あのときの長い証明をまだ保存し
ているよ」と言われてうれしかったですね。とにか
く中学の数学の授業は知的好奇心を大事にしてくれ
るものでした。
都竹　僕は高１からＳＥＧの数学の授業を受けたの
ですが、最初は一番下のＥクラスでした。それぐら
い数学が苦手でした。そのころ井汲先生が「クラス
を上げるためには、テストでここに注意するように
すればいい」と、親身にアドバイスしてくださいま
した。別にそんなに上のクラスに行きたいと思って
いたわけではなかったのですが、先生はここまで僕
のことを考えてくれていると、ちょっと感動して

（笑）、頑張ろうという意欲がわいて３学期にはＦク
ラスに上がることができました。そんな先生との距
離の近さもＳＥＧの魅力です。
江田　僕はＳＥＧに入ってからも、しばらくは数学
が嫌いでした。先ほど言ったように、学校の図形と
式のテストで下から４番目だったほどで、完全な文
系脳だったからです。当時の僕は、高校で習った解
法のパターン通りに解こうとしており、解き方の引
き出しがまったくなかったのです。ビームしか撃て
ないウルトラマンみたいなものです（笑）。それが、
青木純二先生の授業を受けて、ある瞬間から突然数
学ができるようになりました。

数学は「論理が大事」
数学の勉強法

新田　みなさん、受験クラスは青木先生の授業をと
られていたようですが、数学の効果的な勉強法につ
いてアドバイスしてください。
井之上　ＳＥＧの授業で一番良かったと思うのは、
高２の冬に受けた「論理克服講座」です。論理が分
かっていないと、数学の答案は作れませんし、問題
文の意味すら分からないこともありますから、とて

も重要な講座です。僕は高３になってからも、「論
理克服講座」のテキストの復習をこまめに行ってい
ました。そのほか、クリーム本やテストゼミの問題
も何度も解き直し、ＳＥＧで扱った問題はいつ出さ
れても解けるようにしました。
新田　「論理克服講座」は、国語や英語の文章を論理
的に読んだり書いたりするうえでも役立つのですか。
井之上　もちろん、生きてきます。
水野　「論理克服講座」を受けると、文系脳が理系
脳に切り替わります。文学的な表現が好きな生徒ほ
どこの講座は受けた方がいいと思います。
新田　論理学はもともと文系だったのではないです
か。
水野　all と exist が入る前までは文系だったと思
います。おそらくそれらが入ってから理系になった
んだと思います。クリーム本は分野別に使えるテク
ニックが整理されています。その整理の枠組みが理
解できれば、どのタイプの問題なのかが自分で判断
できるようになります。僕は問題を解くたびに、こ
れはクリーム本の何章の問題に似ているかを考え、
クリーム本の章ごとに分類したノートを作成してい
ました。たとえば写像と論理の問題を見つけたら、
その問題をノートに貼って模範解答を作って、青木
純二先生の解法と似ているところを探しました。そ

Naoki Tsuzuku
Yasumasa Mizuno
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後輩に薦める
参考書は？

・『入試に出る世界史Ｂ用語＆問題2000』
　（Ｚ会出版）
※私大の世界史には向いていません。

・『荒巻の世界史の見取り図』（東進ブックス）
・『灘高キムタツの東大英語リスニング』（アルク）
・『速読古文単語』（Ｚ会出版）
・クリーム本（SEG）
・『文系数学の良問プラチカ』（河合出版）
・赤本各種

最近読んで
面白かった
本は？

・井上亮『熱風の日本史』（日本経済新聞出版社）
・ジョーゼフ・キャンベル『神話の力』（早川書房）

・沙村広明『波よ聞いてくれ』（講談社）

座右の銘、
好きな言葉は？

“Hitch your wagon to a star” 「人はおおむね自分で思うほどには幸福でも不幸でもな
い。 肝心なのは望んだり生きたりすることに飽きない
ことだ」
ロマン・ロラン

自分はどんな
SEG生だった？

SEGに入るまでは数学の苦手意識が強かったが、高
３になってようやく苦手意識がなくなったSEG生

SEGの自由で気楽な空気が好きだったSEG生

目標とする人・
尊敬する人は？

つんく♂ たくさんいて決められません。目標を持って努力し
て実現させた人は誰でも尊敬しています。

大学生活の
魅力は？

自分のやりたい勉強ができるところ（？） あまり小言を言われないことです。高校の担任みた
いな人はいませんよ。つまり、自己責任が大きくな
るということでもあり……。

将来の夢は？ 受験が終わるまでは院で社会学を学ぼうと考えてい
たが、今は考え中……。

素敵な山荘にこもって安楽に過ごせる人生を送りた
い。
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うやって整理しておくと、初めて見る問題でも、「こ
れはあのタイプの問題だな」と自分で分類すること
ができるようになり、あせらなくてすみます。
都竹　「論理克服講座」をそれほど重要な講座とは
知らずに受けていました（笑）。青木純二先生は写
像の説明でよく「ボタンを押すとジュースが出てく
る。写像なんて自動販売機みたいなもんだ！」とい
うたとえ話をしてくれました。高２の３学期の授業
でその話を聞いたとき、実は「論理克服講座」がす
ごく大事だったということに気づきました。
青木純　都竹くんは高３になってから数学の成績が
急上昇していますが、どのような勉強法が功を奏し
たのでしょうか。
都竹　青本、クリーム本に集中して、２周以上復習
したことがよかったと思っています。周りは『１対１
対応の演習』を解いており、東大受験生にとって必

須なのだろうと思って、僕も４冊購入しました。け
れども、結局１問も解かず、新品のままで終わりま
した。後ろめたい気持ちもありますが、青本とクリー
ム本だけで大丈夫だと、僕は確信しています。ただし、
東大入試の本番はうまくいきませんでした。合格を
聞いても半信半疑で、合格祝賀会のときに、青木純
二先生に「数学は１問も解けなかったのですが」と
言ったほどです。ところが、その数日後の点数開示
を見たところ、自分が予想していた点数の倍以上と
れていました。これはやはりテストゼミで、部分点
の拾い方をきちんと教わったおかげだと感謝してい
ます。後輩の皆さんにも、少しでも点数を上積みし
ようという意気込みで頑張ってほしいと思います。
江田　青木純二先生から「線分の長さだって、×１
と考えるだけで長方形の面積と捉えることができる」
といった発想を教わったことはとても新鮮でした。ま
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ある」ということから三角関数のほぼすべてが説明
できるといった、本質から組み立てていく授業で

「あぁ数学をやってるなぁ」という心地良い感覚にさ
せてもらえました。高２の冬頃からは、この数式は
何を意味しているのか、どのような意図でこういう
言い回しになっているのか分かるようになり、数学
が好きになって、できるようになったという手応え
を感じました。この２つの分野は図形的に見ると相
関があるとか、三角関数は円が登場しないとすっき
りしないと思うようになったあたりからは、完全に
数学が得意になりました。解き方のパターンが一つ
しかない状態から、ＳＥＧでたくさんの手段が身に
つき、テストゼミでそれを満足いくように使えるト
レーニングを積んだことがよかったと思っています。
新田　学校でも数学の授業があるはずですが、そう
いった内容は教えてくれなかったのですか。
江田　そうですね。ＳＥＧの授業のように式が何を
意味しているかまでは教えてくれなかったですね。
水野　ＳＥＧの授業では、一つの問題に対して、２
～３通りの解き方を教えてもらえます。それによっ
て、この解き方でうまくいかなかったらお終いと思
わないですむようになります。道具を何種類も身に
つけておけば、途中で別の解き方に乗り換えること
もできますし、問題を多面的に捉えられるように
なった気がします。

英語の自然な言い回しが身につく多読
英語の勉強法

新田　多読を受講していたのは井之上くんと水野く
んですが、さきほど水野くんは本を読むだけで英語
ができるようになるのか半信半疑だったと言われま
したが、最後までそうだったんですか。
水野　そんなことはありません（笑）。中２の終わ
り頃になって、英語の成績が上がり、効果を実感す
るようになりました。これは多読のクラスが上がっ
たことも関係しています。僕は、簡単な子ども向け
の絵本を素直な気持ちで読めないタイプで（笑）、
内容が複雑で高度になった方が読み応えを感じるよ
うになりました。
井之上　多読はとにかく楽しくて、毎週通うのを楽

しみにしており、英語がどんどん好きになっていき
ました。もちろん、受験にも役立ちます。周りと比
べて圧倒的な読書量で速読力が身につきますから。
英作文も、多読の本に出てきた表現を駆使して、まっ
たく苦になりませんでした。
新田　圧倒的な読書量というと、どれぐらいの分量
を読んだのですか。
井之上　５年間通ったので、500 ～ 600 万語ぐらい
でしょうか。
水野　僕は井之上くんよりも長く６年間通ったので
すが、400 ～ 500 万語ですね。
青木純　それぐらい多いとイメージできない（笑）。
新田　たとえば、ハリーポッターの１巻で、75,000
語くらいです。
青木純　かなり分厚い洋書も読めるようになるので
すか。
水野　ええ。ある程度のレベルになると、日本語訳
で読んだことがある本を原書で読みたくなり、先生
に購入してもらったこともあります。20 世紀初頭
に書かれた『デモクラシーの理想と現実』という本
で、３～４カ月かけて読み通しました。難しいこと
が言いたい年頃だったのでしょうね。

54

受験までの私の学習

科目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ ・ センターまでは、『文系数学の良問プラチカ』、SEGのクリーム本、テストゼミ、今までに受け
た模試の過去問を繰り返し解き、一度間違えた問題を二度と間違えないようにした。　

・ センター後に10年分の東大の過去問、約10回分の東大模試の過去問を用いて演習し、未知の
問題への対応力を上げた。

英 語 ★★★★★ ・ 高２までSEGでずっと洋書を読んできたおかげで非常に得意だったため、高３の間は実力が落
ちないよう最低限の英語に触れるだけにし、ほかの教科に時間を回した。少し実力が下がった
と感じたため、センター後に25年分の過去問を解き、一気に形式に慣れるとともに英語の勘
を取り戻した。

地 歴
（地理・
世界史）

★★★ ・ 地理は高３の10月以降に本格的に勉強を始め、『地理の研究』を読み、論述練習を行った。
・ 世界史は高３の夏休みから本格的に勉強を始めた。教科書を読み、書き込み教科書で復習、該

当範囲の論述練習、一問一答で知識の定着を図るという流れで一範囲ずつマスターしていった。
・ どちらも12月ごろから過去問に取り組んだ。

国 語 ★★ ・ 現代文は大勢に影響しない科目と判断し、過去問演習以外は行っていない。　　
・ 古文は高２までに文法、句形をマスターし、高３の間はたくさんの文章を読んだ。東大の過去

問に取り組み始めたのはセンター後で、10年分演習した。　　　　　　　　
・ 苦手だったため、12月中旬くらいからセンターの過去問を解いた。

理 科
（生物基礎・
  地学基礎）

★ ・ 非常に苦手だった地学は10月ごろから勉強を始め、教科書を10回ほど読み、予想問題集をた
くさん解いた。結局克服できなかった。

・ まあまあ苦手だった生物は11月末から勉強を始め、要点のまとめられたものを繰り返し読み、
予想問題集をたくさん解いた。少しできるようになった。

井之上 旦  
Hajime Inoue
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一同　（笑）
水野　お気に入りの伊藤計劃の著書『ハーモニー』
が、アメリカの権威ある賞「フィリップ・Ｋ・ディッ
ク賞」を受賞したときも、英訳されるとどんな感じ
になるのだろうと興味を持って読みました。
井之上　とくに物語文は特殊な言い回しが出てきま
すから、慣れていないと何のことか理解できないで
しょう。でも、多読をやっていれば、それは普通に
見たことがある表現なのです。
水野　絵本も侮れませんね。高校で習う構文「as if
～」もよく出てきます。多読で自然な言い回しが身
につく効果は大きいと思います。

数学は好きでも文系を選んだ理由
志望校・学部について

青木純　４人とも数学は好きだと思うけれども、文
系学部を選んだのはなぜですか。
水野　確かに、周囲からはそんなに「数学愛」があ
るのに、なぜ理系に進まないのかと不思議がられま
した。実は、高校では文系クラスでしたが、ＳＥＧ
では高２の１学期まで理系クラスに入っていまし

た。けれども、高２の始め頃に数Ⅲの微分積分を少
しやったところ、単なる作業のように感じて、嫌に
なってしまったのです。そこで、高２の夏期講習か
ら文系に移りました。とはいえ、文系だからといっ
て数学ができないと、将来、理系の人に馬鹿にされ
ると思って（笑）、数学は最後まで一生懸命勉強し
ました。
青木純　江田くんはいつ頃文系に決めたのですか。
江田　中２のときです。もともとお金が好きだった
からです。
一同　（爆笑）
江田　ちょっと言い方がマズかったですね。お金の
流れに興味があったのです。小学生のとき、僕のお
小遣いは、お使いのお釣りでした。商店街沿いに住
んでいて、この八百屋ならお釣りは 80 円だけれど
も、もう少し歩いて遠くの八百屋まで行けば 100 円
になるという経験をして、努力すればお金が増える
と考えるようになりました。経済学部か商学部で
迷ったのですが、よりお金に近いことが学べるのは
商学部だと思いました。一橋大学を選んだのは、商
学部が設置されていたことも理由の一つです。東大
には経済学部しかないので。それから、中２で受け
た学校の物理の授業に興味が持てなかったことも、
文系にした要因ですね。
水野　僕も数学で要求される厳密性は大好きなので
すが、物理に求められる厳密性には耐えられません
でした。力の矢印の向きを書いていないと×になっ
てしまいますし。
江田　そう。実際の世界では空気抵抗がうんぬんと
言い出すし（笑）。
都竹　僕は中学受験のときから理科が苦手で、社会
が得意だったので、理系志望になったことは１回も
ありません。だからといって文系で何をやりたいと
決めていたわけでもないですけど。
井之上　僕も中学受験のときに理科は４分野とも苦
手でした。自然と文系志望になった感じです。
新田　私も全くいっしょですね（笑）。
青木純　具体的に志望校を決定したのはいつ頃です
か。
井之上　中学時代、東大は無理と思っていたのです
が、高１の模試の成績が異様に良かったので、これ
なら合格できるかもしれないと思い東大を意識し始
めました。

水野　いや、井之上くんは中学時代から普通に成績
良かったですよ。僕は低空飛行でしたが……。もっ
とも、僕もかなり以前から東大をめざしていました。
何となく親からの圧力も感じていました。これだけ
お前に投資しているのだから、ちゃんとリターンし
てもらわないと困るといったプレッシャーがありま
したね（笑）。
一同　それはあるかもしれない。
水野　それに、周りに東大をめざす生徒が多かった
ので、その影響もあったと思います。
都竹　僕は高３になってから決めました。東大か一
橋かで迷っていた高２のとき一橋の文化祭を見に行
き、一橋生から「一橋の数学は、文系学部で一番難
しい」と脅かされたのと、遊ぶ場所がないという理
由で（笑）、東大にしようと思いました。
江田　たしかにいろいろ苦労しています。

部活動を中心に
高校生活

青木純　みなさん、高校時代はどんな部活に入って

いたのですか。
都竹　高２の夏で引退するまで、ワンダーフォーゲ
ル部で山に登っていました。
井之上　僕も山岳部でしたが、とくにハードなト
レーニングもなく忙しくなかったので、週２～３回、
放課後、友達とサッカーやフットサルをしていまし
た。いい気分転換になりました。
水野　落研で落語をしゃべるほか、美術室にこもっ
て油絵を描いていました。その他、息抜きに泳ぎに
行ったり、家で勉強はつらいとグチを言ったりして
いました。
新田　グチることで息抜きになっていたのですか。
水野　いや、後から考えると言わなかった方がよ
かったのではと後悔したりして、より問題を深刻に
したんじゃないですか（笑）。
江田　中１から高１までテニス部でした。ＳＥＧの
授業と重複したので、顧問の先生に「週１回だけ部
活を休んでいいですか」と相談したら、「ウチはそ
こだけは厳しい」と言われてやめることにしました。
青木純　ＳＥＧのためにやめたわけですか。
江田　それ以前から部活はさぼり気味でした。全然
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科目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ SEGのテキストをひたすらやっ
て基礎を固め、一橋の過去問を徹
底的にやりこみました。

英 語 ★★★★  通っていた他塾の教材をひたすら
やりました。『鉄壁』を何周もし
ました。

地 歴 ★★★  一問一答で単語を頭に入れまし
た。一橋の過去問をひたすらやり
ました。

公 民 ★★★★ センター教科ですが９月から始め
ました。予備校の予想問題をすべ
てやりました。

国 語 ★ 全くできなかったので力は入れま
せんでした。過去問を少しやった
くらいです。

理 科
（生物・

 地学）

★★ 12月から予想問題を何周かやり
ました。

江田 雄海  
Yukai Eda

◆�繰り返し使っていたテキスト・問題集とその活用方
法は？

 　 『クリーム本』
　 とにかく何周も解きました。授業ができるくらいに

なるほどやりました。
◆�過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　  『一橋大の数学15ヵ年』は夏休みから４周しました。
◆�センター対策としてしたことは？
　 倫政は２学期からみっちりやりました。理科は12月

から始めました。
◆�SEGの授業の予習・復習の仕方は？
　 『クリーム本』のときは特に復習を重視しました。予

習してもさっぱり分からなかったので。
◆�学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強方法
は？

　 テストゼミの時期です。自分が答案に何を書いてい
るのかが分かって楽しかったです。
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上手にならず、レギュラーにもなれなかったからで
す。ちょうどいいタイミングだったと思います。そ
の後は料理部に入りました（笑）。

自分の弱点を把握しよう
夏休みの過ごし方

青木純　夏休みの過ごし方について、アドバイスを
してください。
都竹　夏休みに青木純二先生が「夏が終わったら、
もう誰も受験の天王山とは言ってくれないぞ」と言
われました。その言葉が怖くて（笑）、頑張れました。
江田　夏休みからはもう覚悟を決めて、ほかのこと
は全部切り捨てて、勉強に集中しないといけないで
すね。その意欲を高めるためにお勧めなのが、浪人
生と一緒の授業を受講することです。僕は、他塾の
夏期講習で「一橋世界史」を受講しました。現役生
は浪人生がどれぐらいの学力を備えているのか、日
頃実感する機会がありません。夏の浪人生の社会の
実力はものすごく、いかに自分が遅れているか、危
機感を抱くことができます。実際、僕はこの講座で
真っ青になって、夏休みだけで世界史を１周やるぐ

らいの勢いが生まれました。
水野　そうですね。夏休みは模試など受けてみて自
分の実力不足を思い知ることが重要です。そして、
どの部分が足りないのか明確に整理しておけば、秋
以降、その部分に絞った対策を立てることができま
す。
井之上　できれば、時間に余裕のある夏休みの間に、
自分の弱点分野の克服をめざしてほしいですね。そ
れから、社会２科目のうち１科目は１周しておいた
方がいいと思います。
青木純　社会は 11 月頃からでも間に合うという話
も聞きますが、実際問題、どうなのですか。
水野　僕は世界史と地理を選択しました。地理は一
般常識で補える部分もあるので、11 月頃からでも
間に合うでしょう。けれども、世界史は覚えなけれ
ばならない事項が多く、夏休みまでに１回知識をた
たき込んでおく必要があります。頭の中に年表を入
れるような感覚です。僕は年号と事件を対応させた
カードを作って、毎朝、神経衰弱ゲームのようにし
て覚えました。
都竹　そこまでできない人の方が多いですから

（笑）。東大の世界史では、そんなに細かい知識は問

われないだろうと思っていたのですが、今年は細か
い知識問題があり撃沈しました。
江田　一橋の世界史は、このテーマについて書きな
さいという問題文が１行あり、400 字の原稿用紙が
置いてあるだけです。それだけにごまかしがききま
せん。一橋志望なら広く浅い知識では不十分で、す
べての出来事について、なぜ起こり、その結果どう
なったのか、因果関係が説明できないと点数がとれ
ません。かなり早めに対策を立てることが重要です。

早めの対策が重要になる
センター試験対策

青木純　センター試験の対策はいつ頃からスタート
しましたか。
江田　９月から倫政の勉強を始め、ほぼすべての大
手予備校の予想問題を解きました。友達からは「早
すぎるだろう。12 月からで十分間に合う」と言わ
れました。けれども、今年のセンター試験は倫政の
問題が難しく、12 月から始めた友達は得点を伸ば
すことができず、僕にとってはアドバンテージにな
りました。センター試験では何が起こるか分からな
いので、できるだけ早めに取り組んだ方がいいと思
います。
都竹　学校でセンター理科向けの授業もあり、早め
にスタートした方がいいのは分かっていましたが、
なかなかその気分にはなれませんでした。結局、12
月からセンター試験用の理科の問題集に取り組みま
した。
井之上　中学受験のときから理科が苦手だったの
で、このままではいけないと思い、10 月から毎朝
１時間早く高校に行って、授業前に理科を勉強する
生活を送りました。これだけ頑張ったのだから大丈
夫だろうと思って臨んだセンター模試で、12 月が
26 点で、１月も 29 点でした（50 点満点）。絶望的
な気持ちになりましたが、そこからセンター試験の
直前まで勉強時間の７割以上を理科にかけるように
して、本番では地学が 34 点、生物は 40 点の大台に
乗りました。そんなに高い点数でもないと思われる
かもしれませんが、僕にとっては快挙でした。
水野　センターの理科のための勉強を始めたのは
12 月です。センター模試はほとんど受けていませ
ん。自分で予想問題集を解いて答え合わせをして、

関連部分を教科書でチェックした方が効率的だと考
えたからです。理科や社会は、重箱の隅をつつく
ように全部覚えようとすると精神的負担が大きいの
で、予想問題集や過去問を解いて、出やすい分野を
把握してそこを重点的に勉強するようにしました。
それから、僕はセンター試験の数学を制限時間内に
解くのが苦手でした。丁寧に論理を組み立てていく
２次試験用の数学力とは、また別の力が要求される
からです。そこで 11 月から、朝、暗算できるとこ
ろはなるべく暗算して、決め手の計算式だけ余白に
書くトレーニングを重ねました。とくに暗算が苦手
な人は早めに練習しておく必要があります。

赤本の活用と洋書で気分転換
自習室の活用

新田　皆さんはＳＥＧの自習室を活用していました
か。
井之上　僕はよく利用していました。とくに土曜日
は、僕は夜の授業をあまりとっていなかったのです
が、友達の授業が終わるまで、８時間ぐらい自習室
で勉強していました。自習室には、重くて自宅から
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科目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★ ・『クリーム本』、『青本』の復習
・過去問10年分

英 語 ★★★ 単語帳は３分の１くらいやったところでや
めてしまった。リスニング対策に力を入れ
た。

世界史 ★★★★ 夏までに通史を終わらせようと焦った結
果、現代史が弱点になった。

地 理 ★★★★ 学校の先生が配った、半分以上雑学のプリ
ントを熟読した。

国 語 ★★★ 高２のうちにサボりすぎて、高３になって
から古文の文法や単語を覚えるのに苦労し
た。

理 科
（生物・

 地学）

★★ 学校で毎週授業を受けていたが、役に立っ
た気はしない。センター前に問題集を１冊
ずつ解いた。

都竹 直樹  
Naoki Tsuzuku

◆�過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　  秋くらいから、とりあえず全科目を７年分

やって、数学は不安だったのでもう少しや
りました。
◆�センター対策としてしたことは？
　 国語と数学は特に過去問を多くやりました。
◆�SEGの授業の予習・復習の仕方は？
　 『クリーム本』の予習は今思うとテキトーに

やってしまっていた気がします。その分復
習をちゃんとやろうと思ってがんばりまし
た。
◆�学力が伸びたと手応えのあった時期とその
勉強方法は？

　 夏休みは特に頑張ったのですが学力が伸び
た気がしませんでした。でも秋の模試の結
果が良かったのでほっとしました。
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持ってきたくない過去問が置いてあり便利でした。
勉強に飽きたら、気分転換に自習室に置いてある洋
書を読むこともありました。
都竹　混雑しているので、数回しか利用しませんで
した。
江田　併願私大の赤本は買っていなかったので、自
習室の赤本を活用しました。また、自習室に『頭文
字（イニシャル）Ｄ』という漫画の英語版が置いて
あり、息抜きに読んでいました。いちおう英語の勉
強にもなるわけですし。
水野　勉強の方針に迷ったときに自習室に行ってい
ました。周りの真剣な雰囲気を肌で感じて、自分に
刺激を与えることが目的でした。

サークル、学園祭など
大学生活と将来の進路

新田　大学生活の様子を聞かせてください。４人と
も男子校出身ですが、周囲に女子がたくさんいる環
境はどうですか。
井之上　楽しいことは確かですが、つい最近まで女
子と話すと緊張していました（笑）。

新田　でも、井之上くんは多読の授業で女子と話す
機会はけっこうあったでしょう。
井之上　多読クラスは仲がいいので、皆でわいわい
しゃべっている感じでした。１対１で女子と話すの
はまた違います。
水野　女子は増えてくると、指数関数的にパワーが
増す気がします（笑）。
青木純　男女比はどれぐらいですか。
井之上　僕のクラスは 39 名で、そのうち女子は７
名です。水野くんは特別なクラスだから、かなり女
子が多いのではないですか。
新田　どう特別なクラスなのですか。
水野　「TLP（トライリンガルプログラム）」に所属
しています。これは、東大合格者約 3000 人の中から、
入試の英語成績上位 10％の 300 人にお呼びがかか
り、選抜試験を経て約 50 人に絞って展開されるプ
ログラムです。日本語に加え英語がそこそこ得意な
学生を集めて、在学中にもう一つの言語を完璧にマ
スターさせることを目標にしており、今、中国語を
勉強しています。男子３：女子２ぐらいの割合に
なっています。応募する権利が与えられたのでとり
あえず選抜試験を受けましたが、どうせ無理だろう
と思っていたのに合格してすごく苦労しています。
新田　マスターする３カ国語目は選択できるのです
か。
水野　現在は中国語だけです。大学側にはいずれ増
やす意向があるようです。
都竹　僕は文Ⅲなので、本来は女子が多いはずなの
ですが、ドイツ語を選択する女子は少なかったよう
で、男子３：女子１の割合です。
江田　僕もドイツ語選択で、40 名クラスのうち女
子は 11 名です。それでも、今年の一橋は、例年よ
りも女子入学者の比率が高いのですが、ドイツ語を
選択する女子は少ないですね。やはりフランス語に
人気があり、フランス語選択のクラスでは、男女比
半々のクラスもあります。
青木純　サークルには入りましたか。
江田　一橋祭の運営委員会に入りました。受験生応
援の担当です。
青木純　受験生応援とはどんな役割なのですか。
江田　１～３年が運営委員を務めるのですが、３年
は企業や OB と交渉して資金を確保したり、当日の
警備計画を立てたりなど中心的な役割を果たしま
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水野 廉大  
Yasumasa Mizuno

科目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ SEGのテキストに準拠した勉強をしていました。入試問題は幾つかの分野に類別できるので、分
野ごとに演習ノートを作り、解法を整理しました。簡潔な表現とか、うまい解法に出会うと、問
題をコピーしてノートに貼り付け、模範解答を丁寧に作りました。解法のストックが溜まり、分
野ごとに整理されると、試験で問題をみても初見で焦るということが減ります。同じ問題を複数
の方法で解けるようにしておくことも大切です。

英 語 ★★★ 単語帳は『Duo3.0』を使いました。聞き書きをして例文を覚えたのですが、高速で音が流れて
も正確に例文が書き出せるまで練習しました。語彙力、聴解力が上がって自信がつきますよ。僕
は東大英語と慶応経済の対策しかしませんでしたが、前者は特に時間配分が大変です。模試と過
去問で時間配分を研究するといいです。嫌気がさしたら多読の小説を読みましょう。

地 歴
（地理・
世界史）

★★ 地歴もセンターと東大の対策しかしませんでした。地理も世界史も、一問一答的な学習と、論述
の学習は別に考えるといいです。一問一答の学習は、東大を目指すならセンターレベルを９割以
上の精度まで高めましょう。論述は入試によくでる話題があるので、塾に行ったり、過去問研究
するなどしてストックを増やしましょう。この対策は数学にちょっと似てるかもしれませんね。

国 語 ★★ センター現代文はよくある「問題文を見ずに選択肢を絞り込む」っていうテクニックが結構使え
るのでやってみましょう。現代文は特別なトレーニングはしませんでした。東大古典も過去問を
15年くらいやっただけです。小さな解答欄に過不足なく簡潔で分かりやすい文章を書く練習を
する工夫が大切です。

理 科
（生物基礎・
  地学基礎）

★ 文系なのでセンターの勉強しかしていません。大学に入ってもうちょっと化学や物理をやってお
けばよかったと後悔しているので、生物地学の選択はおすすめしません。暗記に自信があるなら
どうぞ。東大入試ではどうせ圧縮されてしまうし、８割くらいとれれば御の字だと思っていたの
で真面目にやりませんでした。一橋志望とかなら物理、化学を選択して真面目にやってください。

◆�僕の高３の１年
４〜６月 …………… とりあえず第一志望を設定。まだなんとなくで良いと思う。夏までには決める。模試を受け、過去問も

ちょっと解いてみて、どういう試験を受けるのか、どんな位置にいるのかを知る。模試はきちんと復習
する。夏以降に世話になる塾も決める。この時期は基礎をやる。英語や数学の学習は演習中心へ。過去
問研究の前に市販の問題集から。一冊真面目にやるのは結構大変。

７〜８月 …………… 夏休み。社会のセンターレベルの暗記モノをつめこみ、数学の基本的な問題にはだいたい対応できるよう
にし、英語や古典の単語帳は一区切りつけられるように。模試があり、応用問題に手を出したくなるが、
基礎を固められるのは夏が最後。夏の模試は悪くても落ち込まない！ できないところを明らかにして、
秋以降に備える。時間配分や、どの科目で何点とらなくてはいけないのか、とかも考える。適度に遊ぶ。

９月………………… 英数は春に始めた市販の問題集が終わっているころ。塾ではテストゼミが始まるのでそれを軸に演習の
生活に入る。地歴も一問一答50%、論述50%くらいの勉強に変える。センター理科も忘れないように。

10〜11月 ………11月の模試に向けて、なんとか良い点数をとれるよう頑張る。

12月〜１月中旬 … 11月の模試の反省が終わったら、センター対策を中心に。予想問題集をたくさん買う。家に引きこもり、
ひたすらセンター過去問、予想問題集をやりつづける。これ以降模試を受ける必要なし。

１月中旬〜試験 …… ９月〜 12月までにやった丁寧な演習のノートが残っているはず。それを眺めつつ、毎日過去問を解き
続け、学校や塾の先生に添削してもらう。どの設問に何分かけ、どこで何点をとればいいのか、いろい
ろ考えて、試験時間と自分の生活リズムを同化させる。睡眠や食事、運動をし、適度に人と関わり、心
身を健康にしておく。特に心の健康はとっっっても大事！
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す。それに対して１・２年は大学教員の講演会、ス
テージなどの企画を立案します。僕が担当している
のは、当日開催する受験相談会の企画・運営です。
学生が受験生にアドバイスする形式です。そのほ
か、一橋祭のホームページの作成や、「夏本」「秋本」
という入試攻略法の情報雑誌の作成も担当していま
す。
都竹　写真サークルに所属しています。運動系の
サークルにも入るつもりだったのですが、結局、現
在のところ写真サークルだけです。活動は不定期で
それほど忙しくないので、授業が終わると一人寂し
く帰宅しています（笑）。
井之上　サッカーのサークルに入りました。週３回、
全部朝練です。
水野　ディベートのサークルに入りました。高校時
代にやっていた落語としゃべる点で共通する部分が
あると思っていたのですが、思いのほかきついです。
揚げ足とりばかりで、僕には向いていません。実は
明日もディベート大会に出場するのですが、灘出身
のスーパーディベーターが相手と聞いており、初心
者の僕がボコボコにされるのは分かっているので、
とても憂鬱です（笑）。
青木純　将来はどのような進路をめざしています

か。
井之上　まったく未定です。東大を選んだ理由の一
つが「進学振り分け制度」があるからで、２年間か
けて自分の方向性を見つけたいと思っています。
水野　僕もモラトリアムの延長で、選択肢の広い東
大を選択しました。ただ、文Ⅱは経済学部の定員枠
が大きいので、おそらく経済学部に進むことになる
と思います。余談ですが、大学の授業で微分がまた
でてきましたね。今度は変数が増えて困っています。
卒業後の進路はまだ決めていませんが、高校１年の
ときに受けた職業適性テストで、最も適している職
業がデイトレーダーと出ました（笑）。自宅にこもっ
て一人でやる仕事かと、当時はショックでしたが意
外に向いているかもしれないと思うようになりまし
た。
都竹　大学に入学する前は、文学部に進学しさらに
大学院まで進みたいと思っていました。けれども、
入学してから考えが変わり、最近は報道に興味が生
まれています。
江田　今は一橋祭運営委員の業務をこなすのに精
いっぱいで、将来のことはあまり考えていませんが、
とにかく幸せになりたいですね（笑）。

一生懸命にやることが大切
後輩へのメッセージ

青木純　最後に、後輩へのメッセージをお願いしま
す。
江田　やはり一生懸命やることが大切です。大学生
にもなって、こんな一般論を語るのは恥ずかしいの
ですが（笑）、あえて言いたいと思います。僕自身、
一生懸命に受験勉強に取り組みました。夏休みに遊
んだ記憶もなく、大学に入って、楽しそうなカップ
ルを見て、僕の青春は何だったのだろうと思ったと
きに、自分には勉強があったと胸を張って言えます。
志望校に合格したし、苦手だった数学をＳＥＧで克
服したし、それらすべてが自信になっています。で
すから、皆さんにもぜひ、ちょっとだけスマホをい
じりたいといった欲求を抑えて、受験以外のものは
すべて切り捨てる覚悟で、勉強に突っ込んでほしい
と思います。
都竹　僕は受験時代によく映画を見ていましたし、
毎日ツイッターをやっていたりしていたので、江田

くんに叱られているような気分になりました。
一同　（爆笑）
都竹　とにかく結果が出ることを信じて、そして
ＳＥＧのテキストを信じて頑張り続けてほしいと思
います。
水野　うまくいかない理由を自分の性格のせいにす
ると、自分を追い詰めてしまい、つらくなってしま
います。成績が伸びないのはなぜか、できるだけ客
観的に評価するようにすることが大切です。間違え
た原因をノートに整理したり、部屋を片づけて見つ
けた、まだやっていないプリントを解いたりなど、
やれることはたくさんあるはずです。感情が高ぶる

とかえって集中できないので、心を静める手段を見
つけることも重要なポイントです。
井之上　受験勉強は必ずつらい時期もきます。そん
なとき安らげる場所を見つけることが大切になりま
す。僕は学校が大好きで、６年間無遅刻皆勤で通し
ました。放課後も、12 月になっても友達とサッカー
をしていました。その後の多読の授業も僕にとって
はやすらぎの場でした。そういう自分を開放できる
場所を作っておくようにしましょう。
青木純・新田　本日はいろいろと為になる話が聞け
ました。ありがとうございます。お疲れさまでした。

本番で 100％の力を出
せるとは限らないので、
80％の力でも受かる
ように努力してくださ
い！！！

都竹 直樹

極端に悲観的にも楽観的
にもならないことが一番で
す。静かな心を維持するこ
とが何よりも重要です。

水野 廉大

必死にしなければ、どん
な結果であれ後悔します。

江田 雄海

SEG を信じて勉強していけば
必ず結果はついてくるはずで
す！ 最後まで自分に自信を
もって、勉強してください！

井之上 旦

卒 業 生 からのメッセージ

12


