


ＳＥＧで学ぶ楽しさを見つけよう

【司会】大澤 裕一（ＳＥＧ高２・３数学主任）
※�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・４―�６月期の数学のテキストです。

■ 小泉  光（こいずみ ひかり）  ............................ 東京工業大学第４類
■ 佐伯  陽平（さえき ようへい）  ........................ 東京大学理科Ⅱ類
■ 谷  明（たに あきら）  ...................................... 東京工業大学第３類
■ 西山  鈴音（にしやま すずね）  ........................ 東京大学理科Ⅰ類
■ 森  有哉（もり ゆうや）  .................................. 東京大学理科Ⅲ類
■ 弓倉  和也（ゆみくら かずや）  ........................ 東京大学理科Ⅰ類 （敬称略）
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小泉  光
東京工業大学第４類（豊島岡女子高校）

佐伯  陽平
東京大学理科Ⅱ類（私）芝高校）

谷  明
東京工業大学第３類（学芸大附属高校）

後輩に薦める
参考書は？

『物理のエッセンス』（河合出版） 『新・物理入門』（駿台文庫）
『原点からの化学―有機化学』（駿台文
庫）

『化学の新研究』（三省堂）

最近読んで
面白かった本は？

『わかりあえないことから』（講談社） 『ファインマン物理学』（岩波書店）　
『マクマリー有機化学』（東京化学同人）

『変身』（フランツ・カフカ／新潮文庫）
『物理化学の基礎』（ピーター・アトキン
ス／東京化学同人）

座右の銘、
好きな言葉は？

初志貫徹 当たり前を当たり前にする努力をし
よう。

ハッピーになる!!

自分はどんな
ＳＥＧ生だった？

分からないところは本当に些細なこと
でも質問する生徒

もともとはゲーム大好き不真面目少年
だったが、段々とＳＥＧの授業のおか
げで勉強の楽しさを理解し、最終的に
東大にまで合格できたＳＥＧ生

数学・物理・化学を心から楽しむ機会
と将来の夢をもらったＳＥＧ生

目標とする人・
尊敬する人は？

米村でんじろう先生
自分も科学を楽しみつつ、その魅力を
たくさんの人に発信していけるような
人になりたいと思うから。

高校の同じ部活の先輩
周りに流されず、自分のやりたいこと
を追求している姿にあこがれていたか
ら。

吉久寛先生　
阿部太朗先生

大学生活の
魅力は？

本を読んだり、いろいろな催し物に参
加できたりと興味のあることに全力で
飛び込んでいける機会がたくさんある
こと。高校よりもずっと多くの人と交
流する機会が持てること。

上には上がいることを思い知ることが
できる（いい意味で）。

自分のやりたいことを、一番のびのび
とやりやすい時間であること。

将来の夢は？ 医療、福祉の分野で活躍できるロボッ
トを開発すること。

具体的には定まっていないが、大学で
興味を持った分野の研究をしてみたい

（物理・化学）。

研究者または塾講師
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 自 己 紹 介

ＳＥＧに入ったきっかけ
大澤　本日は東大、東工大に入学した皆さんに集まっ
ていただき、さまざまな体験談をお聞きしたいと思い
ます。まずは自己紹介をお願いします。ＳＥＧに入っ
たきっかけも教えてください。
弓倉　東京大学理科Ⅰ類の弓倉和也です。開成高校
の出身です。ＳＥＧに入ったきっかけは、中１のと
き、同じクラスに数学がずば抜けてできる友人がいて、
ＳＥＧに通っていると聞き、興味が生まれて中２から
入りました。
西山　都立日比谷高校出身で、東京大学理科Ⅰ類に在
籍している西山鈴音です。小学校を卒業する頃、親に
塾に行った方がいいと勧められたので、いろんな塾を

見学しました。その中で、ＳＥＧの授業が一番面白そ
うだったので、中１から数学と英語多読に通うことに
しました。
佐伯　佐伯陽平です。出身は芝高校で、東京大学理科
Ⅱ類に在籍しています。ＳＥＧには中１から入りまし
た。中学受験の会場でＳＥＧのビラをもらい多読のシ
ステムに興味を持って、この方法なら英語ができるよ
うになるのではないかと思ったからです。
森　筑波大学附属駒場高校出身の森有哉です。東京大
学理科Ⅲ類に通っています。佐伯君と同じように中学
受験の会場でいろんな塾のビラをもらって見ていた
ら、すごく楽しそうな塾があるなと思いました。実際
に体験授業を受けたら、普通に遊んでいるような感じ
で（笑）、通うことにしました。
小泉　小泉光です。豊島岡女子学園高校出身で、東京



西山  鈴音
東京大学理科Ⅰ類（日比谷高校）

森  有哉
東京大学理科Ⅲ類（筑駒高校）

弓倉  和也
東京大学理科Ⅰ類（開成高校）

後輩に薦める
参考書は？

『大学への数学』（東京出版）
『化学の新研究』（三省堂）

クリーム本（ＳＥＧ）
『鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁』（角川学
芸出版）

『名問の森』（河合出版）
『スタンダード演習』（東京出版）
東大模試の過去問

クリーム本（ＳＥＧ）
『鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁』（角川学
芸出版）

『名問の森』（河合出版）

最近読んで
面白かった本は？

『数学ガール』（SB Creative） 『文学部唯野教授』（筒井康隆／岩波現
代文庫）

『中動態の世界 意思と責任の考古学』
（國分功一郎／医学書院）

本を最近読んでいないのですが、又吉
直樹さんの『火花』を読んでみたいです。

座右の銘、
好きな言葉は？

水瓶を空にするのは全ての一滴だ（セネ
カ）

興味が続くかぎり、集中力は続くもの
です（羽生善治）

好きこそものの上手なれ

自分はどんな
ＳＥＧ生だった？

ＳＥＧが大好きで、授業がひたすら楽し
みだった生徒

楽しんでいたＳＥＧ生 一度やめても戻ってきてしまうほどに、
ＳＥＧとはご縁のあったＳＥＧ生

目標とする人・
尊敬する人は？

高校の倫理の先生
倫理の知識に限らず、自然科学・医学
や多岐にわたる知識を持っていて、会話
の引き出しがたくさんあるから。

僕のチェロの先生
常に向上しようと努力を続け、かつそれ
を表に出さない。僕のペースに合わせ
優しく、妥協せずに教えてくださるから。

井ノ原快彦（V6）さん
仕事をそつなくこなしながらも気配りを
忘れないところに憧れます。

大学生活の
魅力は？

勉強をするのも、部活をするのも、遊
ぶのも、全てが個人の裁量に委ねられ
ていること。

興味がある授業も取れる。
オーケストラに入ってチェロが楽しい。

いろんな人たちといろんな形でコミュ
ニケーションできること。

将来の夢は？ 物理に関わり続けること。 医師 美味いご飯を食べて、ぐっすり眠れる
生活。
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工業大学第４類に入学しました。兄がＳＥＧに通って
おり、数学の勉強がすごく楽しいと言っていたので、
私もぜひ通いたいと思いました。
谷　東京学芸大学附属高校出身で、東京工業大学第３
類に進学した谷明です。中学時代の友人がＳＥＧに
通っており、ベタぼめしていたので、興味を持ちまし
た。高校受験が終わったのを機に説明会に行き、ここ
なら楽しく勉強が進められそうだと感じて入ることに
しました。

 Ｓ Ｅ Ｇ の 印 象

学びの楽しさが感じられる授業
大澤　ＳＥＧの授業や先生について、印象に残ってい
ることはありますか。
森　中１から通ったので無限にあるのですが、一つだ

けあげるとすれば数学Extremeでしょうか。数学の
ゲームの必勝法を探したり、自分でゲームや数学の問
題を作ったりと、とても楽しい授業で大好きでした。
中学生のうちは大学受験を意識する必要はなく、遊ん
でいた方がいいと僕は思うので、数学を使って遊べる
環境が良かったですね。
佐伯　僕も中１から６年間通ったので、いろんな授業
が印象に残っています。ＳＥＧの先生方は、数学の概
念を理解させるために様々な工夫をしてくださいま
す。たとえば大澤先生の授業では、バームクーヘンを
買ってきて積分の概念を説明されました。印象は強烈
で、完全に理解できました。
西山　私も６年間通ったのですが、千葉先生に中学の
３年間教わったことが数学を好きになるきっかけにな
りました。高校に入ってからは、数学の青木亮二先生
と物理の吉田先生に大学受験に対する指針を教えてい
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ただきました。青木先生はとにかく数学を楽しむこと
に挑戦していて、吉田先生からは基礎を大事にするこ
との大切さを教えられました。
小泉　高３の春から受けた吉久先生の化学速修が印象
に残っています。ずっと雑談タイムのようで（笑）、授
業を延長することもあるのですが、時間が過ぎている
のを気づかないぐらい面白い授業でした。それまで化
学は暗記ばかりで計算も多く嫌いな科目だったのです
が、この授業で実はとても面白く実生活に関係すると
ころも多いことが分かりました。
谷　僕も吉久先生の化学の授業が大好きでした。いき
なりご自分のシャツにお茶をかけ始めるなど、あの手
この手で化学に興味を持たせるようにしてくれまし
た。もちろん根本から理解が深められる授業内容で、
どんどん化学が好きになり得意科目になりました。東
京工業大学の第３類を選択したのも、将来、化学の道
に進みたいと考えているからです。
弓倉　高３の９月からのテストゼミが役に立ちまし
た。僕は数学と化学をとったのですが、すごく鍛えら
れました。ＳＥＧではあまり大学受験を意識しない授
業が展開されていますが、テストゼミで「あっ、いち
おう受験ぽい勉強もするのだな」と感じました（笑）。
テストゼミは「分かる」を「できる」ようにする授業
でその違いを痛感しましたし、少しずつ実戦力が身に
ついていった気がします。

 志 望 大 学 ・ 学 部 に つ い て

教養課程の存在が選択の一因に
大澤　志望大学・学部はいつ頃、どのような理由で決
めましたか。
佐伯　周りが「とりあえず東大」みたいな雰囲気の高
校で、だんだん自分自身もトップを目指したいという

● 繰り返し使っていたテキスト・問題集とその活
用方法は？

　 クリーム本を何周もした。先生が授業中に提示
した別解にも挑戦してみる。

●センター対策としてしたことは？
　 化学は25年分、物理は10年分、他は予想問題

集を２〜３年分。

●ＳＥＧの授業の予習・復習の仕方は？
　 クリーム本は予習して添削してもらっていた。他

は授業中配布されたプリントとノートを参照し
ながら復習。数学は授業中扱った問題を、化学
はチェックシートをよく解いていた。

● 学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強
方法は？

　 東工大実戦模試のあたりから。東工大入試では
数学が重要な科目なので、テスト演習の問題と
それに類似しているクリーム本の問題をよく解
いていた。解答の方針の立て方をノートを見て
復習し、自分で解答を書き、授業で教えてもらっ
た解答基準に沿うようにして自分で添削してい
た。

小泉  光

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ クリーム本とテスト演習の問題を何度も解いていた。

英 語 ★ 通学中に単語帳を眺める程度で、学校の授業の復習以外特別な
ことは何もしていなかった。

物 理 ★★ 『物理のエッセンス』などの基本問題集をとにかくたくさん解い
て典型問題を間違えないようにした。

化 学 ★★★ 『センター化学』とチェックシートで基礎固めをしっかりと行った。
難しいといわれている問題集などには手を出さずそのまま過去問
演習をし、分からなかったところは授業ノートに戻って確認した。

生 物 ★★★★ 入試で使うわけではなかったが、小学生のころから生物は大好き
な分野だったので、高１のときの定期試験は学年トップを目指す
くらい真剣に勉強した。資料集をコラムまで読み込んでいました。

国 語 ★★ 定期テストの対策をメインにしていた。古文単語帳を時々通学
中に読んで、直訳よりもその言葉のイメージをつかむことを優先
した。

地 理 ★ 定期テスト対策のみ行った。センターの前に予想問題を２年分ほ
ど解いたのち、合っていた問題を含め全ての問題の解説を読み込
んだ。

受 験 までの私の学習
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気持ちになっていきました。明確に志望校にしたのは
高１の冬から高２の初め頃にかけてです。当初は理科
Ⅰ類志望だったのですが、吉久先生の授業を受けてい
るうちに化学の勉強が楽しくなり、生物にも興味が
あったので理科Ⅱ類の方が向いているかなと思い、志
望変更しました。理科Ⅱ類の方が入りやすいかなと、
最後は少しびびったというのが正直なところかもしれ
ません（笑）。
弓倉　志望校をどうやって決めたのかはよく聞かれる
質問ですが、けっこうあやふやです。開成も「東大を
目指すのが普通」みたいな雰囲気があり、実際、部活
の先輩たちもバンバン合格していきます。中学入学当

初から自分もいずれそうなるのかなと思い、それがと
くに変化する要因もなくずるずると東大を受けること
になりました（笑）。高校の試験でも東大の入試問題
に近い問題が出されることも多いので、東大志望にし
ておいて良かったと思っています。ただ、文系か理系
かについては悩んだ時期もあります。理系にしたのは
社会の勉強が嫌いという単純な理由です。家族で話し
合ったとき、「今、必要とされているのは理系の人材だ」
とアドバイスもされました。本当にそうなのか分かり
ませんが……。理科Ⅰ類を選択したのは生物に興味が
なかったためです。中学受験のときから、昆虫の足の
数を覚えるよりも薬品を混ぜる方が面白いと感じてい
ました（笑）。
小泉　高１のとき手術をして回復した後、東工大の
オープンキャンパスに行くことになりました。親から

「大変な経験をしたのだから、医療福祉関連のロボッ
トに興味が生まれたのではないか」と言われました。
その言葉も頭のどこかに引っかかっていたのか、見学
した研究室に一目惚れしたのです。歩行支援ロボット
を開発している研究室で、私もこんな研究がしたいと
思い、東工大の第４類志望を決めました。
谷　東工大を志望したのは高３の夏です。その前は東
大を受験しようと思っていたのですが、入試科目を調
べて古文・漢文、社会の受験勉強なんてしたくないし、
大学に入学してから教養課程を学びたくないと思い志
望変更しました。好きな化学の専門的な勉強に、学部
４年、修士課程２年の６年間かけてみっちり取り組め
る大学に進んだ方がいいと考えたのです。
森　高１の冬に医学の道に進もうと決めました。当初
は通学可能な範囲の国立医学部ということで、東京医

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ ・過去問は試験当日２週間前からほぼ毎日１年ずつやっていた（個別添削）。小問ごとの演習は秋頃から。
・センター対策は12月頃から週１回ぐらいで予想問題をやっていた。

英 語 ★★★ ・授業の復習には力を入れていた。単語、文法、自由英作のテクニックなど。
・過去問は通しではあまりやらず、小問ごとの演習をやっていた。

物 理 ★★★★ ・冬の東大物理演習講座で一気に力をつけた。予習、復習を全力でやった。
・もともと苦手科目だったが、教科書レベルからしっかりやり直すことで何とか間に合わせた。

化 学 ★★★★ ・吉久先生の授業を高１から受けていたおかげで一番の得意科目になった。受験期には息抜きとして図説を眺めたりも
した。

・直前期に物理とセットで過去問をたくさん解いていた。しかし、物理に力を入れすぎて最後は若干知識が抜けていた。

国 語 ★ ・センター対策は専用の参考書を自分でやっていた（高２の冬から）。
・二次対策は学校の先生に個別添削をお願いしていた。

地 理 ★★ ・学校の授業のみ。はじめはとても苦手な科目だった。
・センターの過去問は10年以上やった。おかげで９割近い得点を取れた。

佐伯  陽平受 験 までの私の学習
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科歯科大を受験しようと考えていました。けれども僕
は谷君とは逆で、専門ではない分野もいろいろ学びた
いと思っていましたから、教養課程がある東大のシス
テムが魅力的でした。学力的に無理だとあきらめてい
たのですが、高３の初め頃に意外に合格できるのでは
ないかと感じ、だったら目指してみようと考え直しま
した。
西山　私は大学で物理を専門的に学びたいと考えてい
ました。それを決めたのは中３の夏です。夏休みに、
新聞で理科の話題を見つけてそれについて調べなさ
い、という学校の宿題がありました。そのときに素粒
子の記事を見つけて調べてみたら、すごく面白かった
ので物理に進もうと決めました。東大を志望したのは、
最近の日比谷高校は伸びている最中で（笑）、先生方
も東大を目指せという雰囲気があったことも影響して
います。私は社会の勉強も好きだったので、森君と同
じように教養課程で様々な分野の勉強ができることも
いいなと思いました。

 英 語 の 勉 強 法

多読と過去問演習が中心
大澤　では、教科別の勉強法の話題に移ります。まず
は英語からお願いします。
谷　高３からＳＥＧの基礎からの受験英語を取りまし
た。正直なところ、それまであまり英語の勉強はして
いなかったのですが、高３の春に過去問をやったら合
格点を超えていたので楽観していました。文法や単語
を覚える作業は苦手だったので、多読を選んだわけで
す。ＳＥＧの授業を受けて多読をする以外は、時々、
長文読解問題の演習をして過去問を解いたぐらいで

す。それでも東工大二次試験の過去問で 90 点前後だっ
た得点が、入試本番では 100 数点まで伸ばせました。
小泉　100 数点ですか、すごい。私はもっとずっと低
い点数でした。高３になって数学や理科の勉強に時間
をとられるので、成績が伸びそうもない英語の勉強に
時間を割くのはもったいないと思いました。足を引っ
張りすぎないギリギリのレベルで踏み止まれればいい
と割り切ったのです。ですから、英語は高校の小テス
トに合格することだけを目的に、通学電車の中で単語・
熟語帳を読んでいただけです。参考にならない話で申
し訳ありません（笑）。
森　中１から多読に通い、長文もすらすら読めるよう
になっていたので、高３の春には東大二次試験の過去

● 繰り返し使っていたテキスト・問題集
とその活用方法は？

　 ＳＥＧのテキストのみだったので、自
分で問題が解けるまできちんと復習し
ていた。

●ＳＥＧの授業の予習・復習の仕方は？
　 予習は絶対にこなす。復習は完璧にな

るまで！

● 学力が伸びたと手応えのあった時期と
その勉強方法は？

　 10 〜12月頃。テストゼミとその復習
が良かったと思う。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★ 高１からＳＥＧに通っていましたが、あまり得意ではありませんでした。
ＳＥＧのテキスト、テストゼミの復習と過去問のみしていました。

英 語 ★★★ 高３からＳＥＧに通っていました。授業と過去問、多読のみしていました。

物 理 ★★★ 高２からＳＥＧに通っていました。ＳＥＧのテキスト、テストゼミの復習と
過去問のみしていました。

化 学 ★★★★ 高１からＳＥＧに通っていて、得意な科目でした。ＳＥＧのテキストとテス
トゼミの復習と過去問のみしていました。

国 語 ★ 全く古文・漢文は手をつけませんでした。現代文は何年かセンターの過去
問をしました。

倫理、
政治・経済

★ 全く手をつけませんでした。

谷  明受 験 までの私の学習
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問で 80 数点は取れました。その英語力をキープしよ
うと思い、市販の英単語熟語集と過去問演習をしまし
た。東大の過去問は 30 年分、東大模試の過去問も含
めると 100 回分ぐらい解いたと思います。それから１
週間に１回ぐらいは多読をしたくなり、息抜きとして
やっていました。単語を覚えるのは苦手だったのです
が、多読で分からない単語を類推する力がついていた
ことが強みになりました。
佐伯　僕も中１から多読に通い、最後まで息抜きレベ
ルで続けていました。高３になると数学や理科の演習
量をこなすのが楽しくなり、文系教科に割く時間は
減ってしまいます。２学期は英語の勉強はほぼ多読だ
けでした。さすがに直前期は過去問に取り組みまし
た。１年分しっかり通して解くと時間がもったいない
ので、過去問の小問集を活用して１日何問と計画を立
てて解き進めました。１年分通しで解いたのは、本当
の入試直前になってからです。
西山　暗記が嫌いだったので単語帳は使わず、単語を
覚えないまま入試に臨みました。東大の入試問題の良
いところは、単語を知らなくても何とか点数が取れる
ところです。中学レベルの単語力で完璧な英作文を書
く力を磨き、知らない単語があっても想像で和訳する
力やリスニング力も伸ばして、平均点より少し上の点
数まで上げることができました。一方で困ったのが私
大受験です。とくに東京理科大学は、４択の単語が全
て分からず選びようがありませんでした（笑）。
弓倉　英語は苦手というか、好きではありませんでし
た。文法は分かるのですが単語を覚えるのが面倒くさ
く、それだと長文の４単語目あたりでつまずきます

（笑）。このままではまずいと思い、高２の終わり頃か

ら高校の近くの個別指導塾に通いました。通学電車の
中でも単語を覚えるようにしたら、だいぶ長文を読め
るようになっていきました。もっとも東大入試はそれ
ほど語彙レベルが高くなく、難しい単語には注釈もつ
いていますから、単語の暗記に時間をかけすぎる必要
はないと思っています。高３の後半からは東大模試の
問題を活用しました。120 分フルに解くと時間がもっ
たいないので、長文読解１題と英作文をセットにして、
30 分で解くようにしていました。
大澤　東大の英語入試では自由英作文が出題されま
す。今年は「キャンパスを見て気づいたことを自由に
書きなさい」という問題でしたが、皆さんはどんなこ
とを書きましたか。
西山　その前にキャンパスを散策して三四郎池に行っ
ていたので、「こんな都心にある大学なのに池がある
のは素晴らしい」と非常に簡単な英単語で書きました。
満点だったようです。
弓倉　僕はたくさんある門をテーマにしました。赤門
など固有名詞で語数を稼げました（笑）。赤門は正門
ではないといううんちくも入れました。
西山　私も「こんなに自然に恵まれていることを知っ
て、より東京大学に入りたくなりました」と書いて、

「the University of TOKYO」で相当語数を稼ぎまし
た（笑）。
佐伯　僕は工学部の建物で入試を受けたのですが、建
物の下にたくさんのベンチが置かれており、そこで昼
食を食べました。そのことを思い出し、この問題なら
書けると、「東大のキャンパスの中には、このように
conversation できる場所があり、意見を交わすことで
考えが発展していく」ということを全力を注いで書き
ました。
弓倉　友人は「駒場キャンパスにはグラウンドがない」
と書いたそうですが、実はあります。でも、なぜか合
格しています（笑）。

 数 学 の 勉 強 法

クリーム本をフル活用
大澤　次に数学の勉強法を聞かせてください。
弓倉　クリーム本が最高です。問題数はそれほど多く
ないので復習がきついわけでもないし、１つの問題に
対してこれでもかというぐらい、いろんな解き方が紹
介されています。僕の場合は何周もやるというよりも、
過去問を解いたり模試を受けたりしたときに疑問に感
じたことを、辞書のような感じでクリーム本で調べる
というように活用しました。似た解き方はないか、ど
うやればその解法にたどり着けるのか、その都度、参
照するようにしていたのです。とくに苦手だった図形
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ではない積分の分野は何回も見直しました。
西山　私もクリーム本はすごいと思っていました。問
題数は少ないのですが１問が重い感じで、結局３周し
かしていません。それから、テストゼミも素晴らしい
ですね。解けたと思ったのに０点だったときはショッ
クを受けますが、自分の解答のどこが悪いのか、きち
んと分かったことが良かったです。ですから、テスト
ゼミの日は帰宅してから自分で解き直して、１週間後
に答案が返却された後でもう一度解き直す勉強を継続
しました。それによって成績がぐんと伸びました。そ
の他は、高校で配布された『オリジナル・スタンダー
ド数学演習』や、『大学への数学』などの問題を解い
ていました。
佐伯　僕もクリーム本を半ば教科書代わりに使ってい
ました。その当時の僕は同じ問題を繰り返し解いても
意味がないと思っていたので、何周もするというので
はなく、解法を確認するための本と位置づけていまし
た。直前期は答案作成のテクニックを高めることが重
要だと思い、古川先生の「東大腕試し」を受けたほか
に、毎日過去問を１年分解いて大澤先生に提出して添
削してもらうという、とても迷惑なことをしていまし
た（笑）。
森　ＳＥＧから一緒に理Ⅲに入学した友人は、クリー
ム本で間違えたのは２問だけというすごい人で、その
人を意識しながら勉強していました。クリーム本も何
周かしましたが、僕が最も力を入れたのは過去問演習
です。英語の勉強法でも言いましたが、100 回分ほど
解いたと思います。ちょっと特殊かもしれませんが、
復習にはあまり時間をかけず、分からなかった問題は
すぐに解答を見ていました。演習量をとことん増やす
ことに没頭しました。

谷　僕は森君とは逆で、ほとんど過去問演習はしませ
んでした。早慶理科大の過去問はまったく解いていま
せんし、東工大の過去問も５年分ほどしかやりません
でした。もともと数学は得意な方ではなく、今日のメ
ンバーの中で唯一のＦクラスです。僕がやったのはク
リーム本の復習の徹底です。１周目はクリーム本の良
さが分からなくて、なぜ１問でいくつもの解法をやる
必要があるのかといつも疑問に思っていました。けれ
ども、テストゼミで解けなかった問題の方針を解説さ
れたとき、そのほとんどがクリーム本に書かれている
ことに気づきました。その後はテストゼミと並行して
クリーム本を徹底的に復習することで、どのような方
針で問題に対峙すればいいか分かるようになりまし
た。それによって最後に急激に数学の力が伸びて、本
番では 165 点でした。
小泉　H クラスでしたが、私もまったく一緒で 165 点
でしたよ。
谷　Ｆクラスでもクリーム本をしっかりやっておけ
ば、上位クラスの人ともそれなりに戦えることが証明
されたわけですね（笑）。
小泉　東工大の二次試験は、数学の配点が極端に高く
なっています（数学 300 点、物理、化学、英語各 150
点の 750 点満点）。第４類の前年の合格者最低点が
409 点でしたから、数学で 200 点、物理と化学で 100
点ずつ取れば苦手な英語は０点でも合格できる、そう
いう戦略を立てました（笑）。そこで数学で高得点を
あげるために先生方に出題傾向を聞いたところ、「微
積分の問題が多い。積分は体力勝負だ」とアドバイス
されました。その後は休み時間に定積分の問題をひた
すら解き続けました。小問１つなら５分でもできます
から。クリーム本は、何周か解いたほか、テストゼミ

● 繰り返し使っていたテキスト・問題集とその活用方法は？
　 問題演習は、教科書で基礎を確実に理解してから、過去問・

ＳＥＧのテキストを繰り返し解くので、受験対策としては十分
だと思います。学校の教科書をないがしろにする人が多いで
すが、教科書に書いてあることが「なぜ、どのようにして起こ
るのか」ということを理解すれば、どのような試験問題にも
対応できるようになるので、基礎を大切にすると良いと思い
ます。

●センター対策としてしたことは？
　 理科は夏休み中に５年分、他の科目は本試１ヶ月前から数学

を15年分、文系科目は25年分の本試・追試を解きました。セ
ンター前はセンター対策に集中して、二次対策はセンター後
に行うので十分だと思います。

●ＳＥＧの授業の予習・復習の仕方は？
　 青本が始まって以降は必ずやっていました。予習は解ける問題

を解き、復習は授業で扱った問題をもう一度解いていました。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ＳＥＧのテキストとテストゼミの予習・復習、過去
問。

英 語 ★★ 学校の教科書、過去問、リスニング対策（単語は
覚えませんでした）。

物 理 ★★★★★ 学校の教科書を３周、ＳＥＧのテキストとテストゼ
ミの予習・復習、過去問。

化 学 ★★★★ 学校の教科書を３周、ＳＥＧのテキストとテストゼ
ミの予習・復習、過去問。

国 語 ★★★ 学校の授業、過去問。

倫理、
政治・経済

★★★★★ 学校の授業、教科書、過去問。

西山  鈴音受 験 までの私の学習
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の復習をするときに考え方を見つけるための参考書と
して活用しました。クリーム本の授業を受けたときの
ノートも、先生に教わった方針などが書かれているの
でよく見直していました。一方、早稲田を受験したと
き、全く勉強していなかった複素数の問題が出され焦
りました。実は今年、慶應や東工大でも出題されてい
ます。早稲田で全然解けなかったので、その後、重点
的に勉強をして、東工大の入試にはなんとか間に合い
ました。
大澤　数学が苦手な人へのアドバイスはありますか。
森　問題演習に尽きます。ＳＥＧに通っていれば、基
礎はしっかり身についているはずです。数学が苦手な
人は、それがちゃんとアウトプットできていないだけ
です。演習量を増やすことによって必ず克服できると
思います。
小泉　私は数学の気持ちになっていました。
一同　やばい人だったの（笑）。
小泉　いえ、数学を解くテンションになるということ
です。たとえば勉強が嫌になったとき、自分の好きな
分野、私の場合は微分のすごく簡単な問題を５分で解
いていました。すぐに解けるので、次のページの難し
い問題も解いてみようというモチベーションが高まっ
た気がします。
西山　過去の栄光を振り返って、テンションを高める
のもお勧めです。中３のクラス分けテストで上位に
入ったときの成績を見て、「この頃は頭が良かったな」
と（笑）。「よし、きっとできる」という気持ちになれ
ました。
大澤　過去に栄光があることが前提になる話ですね。
小泉　テストゼミで先生が「グッド」と書いてくれる
ことがあります。あれもテンションが上がりますね。

 理 科 の 勉 強 法

基礎に立ち戻ることが重要
大澤　次に理科の勉強法を教えてください。全員、物
理・化学選択ですね。
西山　後輩によくアドバイスしているのに、全く実践
してくれない悲しい勉強法があります。高校の教科書
を無視している人が多いと思いますが、私は教科書を
しっかりやるだけで東大の入試問題も十分に解けると
確信しています。もっとも、その結論に至るまでには
紆余曲折もありました。物理は高２から吉田先生に教
わったのですが、授業で語られることの１割ぐらいし
か理解できませんでした。高３になって問題演習が始
まってもまったく解けず、物理の勉強が苦行になりま
した。吉田先生からは「教科書を読めば何でも分か
る」と言われていたのですが、教科書を軽んじてやろ
うとしませんでした。高３夏の模試でとんでもない点
数を取り、このままＨクラスに在籍していていいのか
と悩みました。そこでアドバイス通りに一度教科書を
読んでみようかと思いました。すると、自分が理解で
きていなかったことが教科書のその単元の冒頭に書か
れていたのです。もっと驚いたのは、東大模試で出さ
れた問題の類題が教科書に掲載されていたことです。

「教科書は神だ」と（笑）。それから教科書を３～４周
読みました。文と文の間を「なぜそう書いてあるの
か」を自分で補いながら、完全に消化する感じで読み
込みました。それによって、テストゼミが始まった頃
は 12 点だったこともあるのですが、10 月頃から突然、
吉田先生の話が全て理解できるようになり得意科目に
なりました。
　化学は高３で吉久先生の「速修」を取りました。１

●  過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 1985年からの30年分くらい、他に東大模試の過去問を合

わせると100年分弱を解いた。

●センター対策としてしたことは？
　 センターの過去問を解いただけ。そのためか、やはりセン

ターは良くなかった。

● 学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強方法は？
　 それまでは変に公式をまとめてみたり、分からなかった知

識を書き出したりしていたが、いまいちできるようにならな
かった。高３の夏に東大模試の過去問を大量にやってみた
ところ、問題をこなすごとにできるようになっていった。自
分は記憶力が良いわけではなく知識を入れてもすぐ忘れて
いくので、ＳＥＧで本当に必要なことは学んでいるのだから、
演習によって慣れの部分を強化することが必要だったのだ
と思う。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ 高２までは授業の復習&問題集。
高３ではクリーム本、問題集、過去問演習。

英 語 ★★★★ 多読、単語帳、過去問演習。

物 理 ★★★★ 高２までは授業でやったセクションのテキストの問
題を全てやっていた。高３では問題集と過去問演習。

化 学 ★★★★ 高２までは授業の復習。
高３では過去問演習。

国 語 ★★★★ 古文・漢文は基礎的な参考書を１冊ずつ読んだ。あ
とは演習。

倫理、
政治・経済

★★ 参考書を１冊読んだ。

森  有哉受 験 までの私の学習
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年間で間に合うのかという不安感がありましたが、高
１から他塾に通っている友人よりも点数が取れるよう
になりました。暗記は嫌いなので、無機も色以外は覚
えないと決めていました。電子を理解すれば、全てを
理解できると考えていました。物理と同じように化学
も教科書を４周読んで、昼休みに友人と「何ページに
は何が書かれているでしょう」とゲーム感覚で読み進
めていたら、急激に成績がアップしました。
佐伯　高１から化学の授業に通うつもりだったのです
が、春期講習の入会講座のときにニュージーランドに
行っていたために参加できませんでした。その後、入
会テストを受けたのですが、高１の問題だから楽勝だ
ろうと思っていたのにまったく解けず、１学期の講座
からはもれてしまいました。結局、夏から入ったので
すが、あまり真剣に勉強しなかったのでどんどん分か
らなくなっていきました。高２で有機が一通り終わり
演習が始まる時点になって、このままでは何も解けな
いと焦りました。そこで一から勉強し直そうと決意し
て、教科書やプリントを復習したところ、だんだん楽
しくなって、高２の後半には自分では完全に「化学屋」
になったつもりでした。
　化学が得意になった反面、置き去りになったのが物
理です。化学の勉強に力を入れるあまり、物理は授業
の復習もしていなかったからです。高３の夏に『名問
の森』をやったところ、形だけ解けるといった感じで
した。テストゼミでも点数が取れません。転機になっ
たのは 12 月に受けた佐々Ｆ先生の「東大物理演習」
です。物理の楽しさに目覚めて、１日 12 時間ぐらい
勉強しました。12 月はＳＥＧの授業以外では、物理
とセンター地理の勉強に専念しました。結局、本番で
も物理・化学は得点源になりました。
弓倉　化学は高２からＦＧＨコースに入りました。と
ころが、５月に体育祭があり、授業を休みがちにな
りました。化学は最初の理論化学を聞いていないと、
それが分かっていることを前提として次に進むので、
後々ネックになりました。高３で問題演習が始まり、
知識に抜けている部分があることに気づいたのです。
夏の模試は 10 点台でした。このままではいけないと、
９月からそれまでの講義ノートを全部引っ張り出し
て、１日に１単元終わらせることを目標にしました。
知識を理由とともに流れで整理して、９月からのテス
トゼミで鍛えていきました。
　物理は高２の１月の「速修」から通いました。雲Ｋ
先生の微積分を扱うありがたい授業だったのですが、
高３夏の模試は１ケタの点数でした。分かってはいる
のに問題になると解けなくなると思っていたのです
が、実はそうではなくて、12 月頃に根本の理解が不
足しているのではないかと思い直しました。そこで講

義ノートや『新・物理入門』で復習しました。物理は
つながりが分かると、急にいろんなことが明確になっ
てきます。並行して過去問演習をしたら、それまで模
試で 30 点を超えたことがなかったのに、東大の過去
問でコンスタントに 50 数点が取れるようになったの
です。高３になると問題演習ばかりに走りがちですが、
恥ずかしがらずに基礎の部分まで立ち戻って勉強する
ことが大切だと思います。
森　化学は高１からＳＥＧの授業を受けました。理論
化学が終わったとき、ちゃんと理解できていないと感
じ、自分で習ったことをまとめ直したら分かるように
なりました。無機、有機も同じような作業をしました。
授業を聞いて何となく分かった気になっているかもし
れませんが、自分で改めて整理すると体系的な理解が
深まります。
　物理は高２から始めましたが、伊藤先生の授業が分
かりやすく助かりました。授業で概念をきちんと教え
てくれるのですが、すぐに使えないと意味がないので、
その週のうちにテキストの後ろの方に載っている問題
を全部解いていました。
小泉　化学は高３で吉久先生の「速修」を受けました。
高２まで絶望的な状況だったのですが、『実戦問題集』
を解いて、間違えた問題の解説をノートに書き写しま
した。手で書くと理解が進みます。吉久先生からは「化
学は難問を解くだけではいけない。センターの問題に
も取り組みなさい」と言われていたので、25 年分解
きました。東工大の過去問は３年分しかやっていませ
んから、私の化学の力はセンターだけでできているこ
とになります（笑）。無機の色などは教科書のまとめ
ページに付箋を付けて、いつでも立ち戻って見直すよ
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うに努めました。
　物理は独学で『物理のエッセンス』の簡単な問題を
中心に勉強しました。今年の東工大の物理は比較的基
礎問題が多く、例年難問とされる波動も出題されな
かったのでラッキーでした。
谷　化学は高１からＹＺコースに通いました。進度が
速く「分かったつもり」になっていても、しっかり理
解できていません。演習が始まると、問題に書いてあ
る物体が何か分からず、これはやばいと感じました。
そこで僕が取り組んだのが、吉久先生の講義ノートの

「写経」です（笑）。「吉久劇場」を頭に思い浮かべな
がらやっていると「写経」もつらくありません。もの
すごく時間はかかりましたが、終えた頃には 100％理
解できた自信があり、テストゼミも解けるようになり
ました。
　物理は高２からＳＥＧで学んだのですが、高３の演
習の予習をしたとき、６問のうち最後まで解けるのが
１問もないことに愕然としました。物理は理解が大前
提ですが、普通に授業を受けて理解するだけでは、点
数に結びつけるにはもう一歩足りないのです。演習量
が不可欠になります。12 月まで演習を重ねることで、
ようやく単なる理解から問題を解くレベルに踏み込む
ことができました。

 国 語 ・ 社 会 の 勉 強 法

力の入れ方はタイプで異なる
大澤　国語と社会の勉強法もお願いします。
森　現代文はやらなくてもある程度できたのでやりま
せんでした（笑）。古文・漢文は『ステップアップノー

ト』で勉強しました。国語はもともと割と得意な教科
で、本番でもまずまずでした。
　倫政は高３の春の模試が 70 点で、少し頑張るだけ
で 90 点はいくと思いました。『点数が面白いほどとれ
る本』を読んで入試に臨みましたが、結局のところ
70 点でした（笑）。
弓倉　国語は苦手な教科で、漢文はセンター直前に『ス
テップアップノート』で句形を見直しました。現代文
は過去問を数年分しかやっていませんが、漢字の問題
を確実に正解できるように普段から学習していまし
た。古文は外国語と同じ意識でやらないといけないと
思い、古文単語を覚えて文法構造を復習しました。
　社会は倫政選択で、高３の夏に『点数が面白いほど
とれる本』を買いました。入試会場で直前に見ていた
問題がけっこう出たので、最後まで粘り強く取り組む
ことが大切だと思いました。
西山　私は作文の才能があるので（笑）、現代文はも
ともと得意でした。古文・漢文は単語の暗記は苦手で、
音読をして流れで意味を掴むようにしました。セン
ターの過去問も 25 年分、本試験と追試験の両方を解
き、本番では 184 点取れました。
　倫政は高校の授業で完全理解を心がけ、定期テスト
も手を抜かず、ずっと学年１位をキープしました。東
京書籍と実教出版の２冊の教科書を完全に覚え、本番
でも 97 点でした。間違えたのはこの２冊の教科書に
載っていなかった問題で、センターの出題ミスだと
思っています（笑）。
佐伯　国語は苦手だったのですが、『マドンナ古文』
を何周もして、センターの古文は満点でした。現代文
は最後まで苦手で、キーワードに線を引くなど、いろ
んなテクニックを試しましたが、結局、最後はフィー
リング頼りで、センターでは８割の得点でした。もう
少し高い点数を期待していたのですが、大撃沈しなく
て良かったと考えた方がいいのかもしれません。
　社会は地理選択で、12 月は物理と地理の勉強に専
念しました。地理は出る分野が決まっているので、演
習量がものをいいます。結果、９割得点できました。
小泉　国語も地理もほとんど勉強していません。東工
大志望者にとってはセンターだけですし、数学と理科
でミスした分の穴を埋められる程度の点数を上げられ
れば十分と割り切っていたからです。
谷　古文は『マドンナ古文』、漢文は『漢文ヤマのヤマ』
で勉強しましたが、東工大に志望変更したためにセン
ターでしか必要なくなったので、さようならと（笑）。
センターで 100 点取れればいいと思っていて、現代文
の論説文はもともと得意だったので、息抜きで過去問
を解き、本番では 115 点でした。
　倫政も苦手でセンター模試で 50 点を超えたことがな
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く、本番で 58 点取れたことで大満足でした。東工大志
望者はセンターをクリアしさえすれば二次に影響はな
いので、国語、社会は息抜きレベルでいいと思います。
森　東大も二次重視の配点で、僕はセンターで 808 点
でしたが、860 点とった友人とでもわずか７点差の換
算になります。二次で十分逆転できます。
西山　いえ、その７点が大きいと思います。私は 950
点中 909 点を取りました。そのアドバンテージを持っ
て二次を迎えるのは大きなことです。二次試験で７点
伸ばすより、センターで高得点を狙う方が簡単ですし。
大澤　なるほど。タイプによって、国語、社会の勉強
の力の入れ方は変わってきそうですね。

 部 活 動 、 学 校 行 事 と の 両 立

遅刻してでもＳＥＧの授業に出席
大澤　部活や学校行事、ＳＥＧの授業との両立で苦労
したことはありますか。
小泉　豊島岡は、冬は４時半、夏は５時に完全下校す
る形になっています。塾に通いやすい学校です。高３
のイベントも運動会しかないし、男子校のような準備
も必要ないので、両立に苦労したことはありません。
佐伯　芝も自由な学校なうえ、部活は高２で終わり、
ＳＥＧの授業がある日は部活に出なくても許されまし
た。高３の行事も５月に運動会があるぐらいです。同
級生の中には運動部でもＳＥＧに通っていたケースも
ありましたから、両立は大丈夫です。
弓倉　ＳＥＧの授業は高２までは単元を深く学び、高
３からいきなり受験モードに入ります。部活は高２で

終わるので、受験勉強と重なることはありませんでし
た。ただし、開成は５月の運動会が最大の行事で、そ
の準備の時期に机に向かって勉強するのは周りに失礼
なのでできませんでした（笑）。そんなときでも僕は、
空き時間に英単語を覚えるぐらいはやるようにしてい
ました。
西山　部活は高３の春に終わるので問題ないのです
が、６月には合唱祭、９月には文化祭があり、その期
間はほとんど勉強できません。おまけに私は 10 月に
感染症にかかってしまい、しばらく勉強できない時期
がありました。でも、行事の時期はそれに集中した方
がいいと思います。あとからその思い出を楽しく振り
返れるからです。半分勉強、半分行事ではどっちも楽
しめません。
森　11 月の文化祭は高２・高３とも頑張りました。
ＳＥＧは宿題が少ないし、予習をしなければ授業につ
いていけないということもないので、授業を遅刻して
もノートを見ながら何とか追いついていました。ただ
文化祭の時期は、頭の中が文化祭になります（笑）。
僕は切り替えができる方だったので、そんなときでも
毎日少しは勉強するようにしていました。文化祭の頃
は高校の友人たちは皆遅刻することになりますので、
時間がなくて解き終わらなかった問題を授業の後に自
習室に集まって解いていました。一緒にやるとすぐに
解答を見てしまおうといった甘えも防げますから、そ
ういう友人を見つけるといいでしょう。
谷　学芸大附属は９月の文化祭で行われる高３の演劇
が花形です。とくにキャストは、朝７時に学校に集合
して４時まで練習、５時から塾に行って 10 時に帰宅

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ・クリーム本：過去問などの問題を解いている時に類題をクリーム本から探して復習していました。
・過去問：150分では13 〜 16年度、大問ごとでは25年分をセンター後から。

英 語 ★★★ ・『鉄壁』：電車に乗っている時などの時間で繰り返し見直しました。
・センター対策として発音、アクセント、文法を、答を見て覚えていました。
・高２の終わりから高３で単熟語を固めたおかげで語彙力が上がりました。

物 理 ★★ ・『名問の森』：間違えずに速く解けるよう解き直しを続けていました。
・過去問は、2009年からをセンター後から。
・手応えがあったのはセンター後から。過去問をひたすら解いていました。

化 学 ★★★★ ・『化学の新演習』：テストゼミの類題を探して解きました。
・夏休み明けに有機を総復習したら得意になりました。

国 語 ★★ ・過去問は、センター後、現代文・古文・漢文それぞれを３〜４年分解いた。
・漢文はセンター前に句形を見直したら、一気に簡単に解けるようになった。

倫理、
政治・経済

★★★ ・『センター試験倫理、政治・経済の点数が面白いほどとれる本』を９月以降空き時間で覚えていました。
・センター直前期は時間を計らずに、過去問の答を見て知識を入れていました。

弓倉  和也受 験 までの私の学習
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する生活が続きます。僕は裏方だったので、そこまで
大変ではありませんでしたが、それなりに忙しい日々
を送りました。けれども、たとえ遅刻してでもＳＥＧ
の授業は休まないこと、絶対に予習はすること、その
２つだけは守り通しました。

 大 学 生 活 と 将 来 の 夢

キャンパスライフを満喫
大澤　大学に入学して今、どんなところが楽しいと感
じているのか教えてください。あわせて将来の夢も聞
かせてください。
谷　教養課程がない大学ということで東工大を選んだ
のですが、最近、リベラルアーツに力を入れているみ
たいで、週２時間、「立志プロジェクト」という教養
科目があります。池上彰さん、平田オリザさんなど各
界の著名人の講演を聴いた後、皆でディスカッション
やディベートを行います。部活はアメフト部に入りま
した。６時半から朝練があるのですが、実験で忙しい
ときは練習に行かなくても許されるところが、理工系
大学らしいところかもしれません。化学が大好きなの
で、将来は研究者かＳＥＧの講師になりたいですね。
森　今、一番面白いのは、國分功一郎先生の「哲学」
の授業です。教養課程のある大学で良かったと思って
います。５歳からチェロを習っていたので、東大のオー
ケストラに入りました。スポーツもやりたくなり、鉄
門（東大医学部）で最も楽と聞いていた卓球部に入り
ました。将来は医学部を志望しています。小児科がい
いかなと思っていますが、臨床実習をやってみないと
分からない部分も多いのでゆっくり決めたいと考えて

います。
佐伯　東大には科学オリンピックに出場したような学
生がゴロゴロいます。次元の違う頭脳に刺激を受けて
います。サークルは２つの弓道サークルに入りました。
両方に体験入部したら仲良くなってしまい、片方を断
れなくなってしまったのです（笑）。将来の方向性は
定まっていません。だからこそ東大を選んだ面もあり
ます。教養課程でいろんな分野の勉強をしてから決め
たいと思っています。
西山　授業には真面目に出席しており、ジェンダー論
などの文系科目も楽しんでいます。理学部物理学科を
志望しているのですが、進振り制度が頭の痛いところ
ですね。ラグビー部のマネージャーになり、週６日、
朝６時半からの練習にも参加しています。
小泉　工大祭実行委員になり、ネットワーク部門に所
属しています。来年の工大祭のホームページを作成す
ることになりましたからぜひ見てください。授業では

「類専門科目」があり、第４類の学生はものづくりや
ＣＡＤを使った設計などに取り組めるので楽しみにし
ています。将来は第４類から進める系の中では、機械
系かシステム制御系を志望しています。東工大を選ん
だ理由でもある医療系ロボットの研究室に入ることが
目標です。
弓倉　語学で中国語を選択しました。これはあくまで
僕の主観ですが、ヨーロッパ系の言語のように格好を
つけているところがなく、聞いていると思わず笑って
しまうからです。ところが、実際に授業が始まってみ
ると発音が難しく、真面目に勉強しなければならず、
笑えない話になってしまいました（笑）。サークルは、
東大には５つのオーケストラのサークルがあり、僕は
森君とは別のオケに所属しています。担当はビオラで
す。また、「笑論法」という漫才サークルにも入りました。
ツッコミ担当なのですが、なかなか難しいです（笑）。

 後 輩 へ の メ ッ セ ー ジ

学びを楽しむ精神を忘れずに
大澤　最後にＳＥＧの後輩にメッセージを一言お願い
します。
西山　ＳＥＧに通うことが楽しいと感じている人は、
それは正しいことなので、そのまま続けていけばいい
と思います。もし迷いが生まれ、勉強がつまらなくなっ
たら、しばらく勉強から逃げてもかまいません。また
戻ってきたら、改めてＳＥＧの楽しさが分かるでしょ
う。自分で楽しいと思える勉強法をＳＥＧで見つけて
ください。
弓倉　ＳＥＧを選んだ時点で、学ぶこと自体が好きな
人でしょう。ＳＥＧはあまり受験にこだわらない塾で、
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それはすごくいいことで、受験のための勉強は少ない
ほどいいと思います。学ぶことが好きで趣味で問題を
解いて、そのまま合格できるのが一番です。そう簡単
にはいきませんが、受験の直前期になっても学ぶこと
を楽しむ精神を忘れないことが重要です。
佐伯　６年間通って確信しているのは、ＳＥＧのカリ
キュラムは東大に確実に合格でき、さらにお釣りがく
るような内容だということです。がむしゃらに頑張ら
せるのではなくて、先生方はその教科の勉強にのめり
込めるように誘導してくださいます。僕も受験勉強を
している意識は薄く、いわば趣味のような感覚で勉強
を進められました。僕はベストの塾だと思っています。
ＳＥＧを活用しきれば、絶対に志望校に合格するので、
頑張ってください。
森　つらい勉強だけでは疲れるだけです。自分にとっ
て最低限必要なことを見定めて、自分がやりやすい方
法を見つけることが大切です。そのためには自己分析
が重要になります。自分は何が得意で何が苦手なのか、

何をやる必要があるのかをじっくり振り返る機会を持
つようにしましょう。
谷　高２までは教科という学問を真剣に楽しんでほし
いですね。ＳＥＧの先生方からは、その教科への愛情
がビンビン伝わってきます。それに乗っかって楽しい
ＳＥＧライフを送れば間違いありません。また、吉久
先生が合格祝賀会で、「高３の生徒を担当して最も楽
しいのは、その生徒が一番頑張っている時期を目の前
で見られることだ」と語っていた言葉に感動しました。
高３になったら、受験勉強をガチでやることも大事だ
と思います。
小泉　勉強が嫌いだった私が、ＳＥＧで自分から勉強
したいと思える授業に出会えました。つらくても授業
に出席して、学ぶ楽しさを少しずつ見つけていってほ
しいと思います。スマホなど、いろいろ誘惑はあるで
しょうが、高３の１年間だけは勉強に真摯に向き合っ
て、ＳＥＧと一緒に楽しんでください。
大澤　みなさん、本日はありがとうございました。

勉強も、学校も、部活も、
全力で楽しんでください！

西山 鈴音
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基本的な問題こそが合否を分け
たりするので、典型問題といわ
れているものはよく練習してお
くと良いと思います。

小泉 光

ＳＥＧを信じ、科目を楽
しみながら学ぶことをお
ススメします。ファイト !!

谷 明

ＳＥＧには合格のカリキュラ
ムがそろっています。これら
をうまく活用できれば第一志
望校に合格できるはず！

佐伯 陽平

“学び”を楽しんで！
弓倉 和也

楽しんで！
森 有哉




