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

直前講習

につけましょう。

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

プレ冬期

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

冬期講習

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

プレ冬期
東大対策講座
東工大対策講座

大学別対策講座
総合演習講座
分野別講座

1

頭と気持ちをセンターから２次型に切り替えます。本格的に過去問に取り組むための知識・思考
法の総点検などを行います。
２月中旬に開講されます。過去問対策に余念がない受験生を対象として、過去問やその類題を
用いて受験会場でこそ必要となる頭の働かせ方の総点検を行います。直近の過去問への手のつ
け方や、解法の糸口となる発想法にも触れます。

● 大学別対策講座
● 開講時期別 総合演習・分野別講座

冬期講習

p.３〜
p.９〜

直前講習

超直前講習

プレ冬期 東大理系国語

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

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

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

東工大の数学

東工大の英語
東工大の化学

東工大の物理
東工大の化学

超直前東工大数学過去問解説講座Ⅰ/Ⅱ
超直前東工大英語演習

＊「東工大の化学」は、冬期講習と直前講習で同内容の講座を開講します。

＊「東工大の化学」は、冬期講習と直前講習で同内容の講座を開講します。

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

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

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

センター数学（数ⅠA編）/（数ⅡB編）

理系数学上級/標準テストゼミ
センター数学（数ⅡB編）

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

センター英語

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

受験英語多読実戦ゼミGH/EF
TOEFL受験英語多読T/T♯

確率集中演習
整数問題集中演習

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

直前理系数学上級/標準テストゼミ

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

ください。

冬期の講座の目的

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

す。例えば、理科では冬の段階で確立させておいた方が好ましい解法を確認します。冬からセンターを経て本番に

直前東大文系数学テストゼミ
p.15

英語

東大英語テストゼミ
東大英作文・要約演習
p.12

直前東大英語テストゼミ
p.16

超直前東大英語演習
p.17

物理

東大物理演習 力学・波動
東大物理演習 電磁気・熱力学
p.13

直前東大物理テストゼミ
p.16

超直前東大物理過去問解説講座
p.17

化学

東大理論化学演習
東大物性化学演習
p.13

直前東大化学テストゼミ
p.16

超直前東大化学過去問解説講座
p.17

至るまでの間、自分で２次対策を行うための基盤を完成させます。
直前期の講座の目的 は、センター試験対策で衰えてしまった思考力を取り戻すことと、２次試験対策の「訓

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

超直前講習

東大文系数学テストゼミ
p.11

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

直前講習
直前東大理系数学テストゼミ
東大理系数学腕試しⅢ
p.15

文系

東京大学

冬期講習
東大解析数学（理系）
東大理系数学腕試しⅡ
p.10

数学

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

理系

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

国語

東大理系国語 東大理系国語テストゼミ
p.10
p.14

大学別対策講座

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

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅰ
超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅱ
p.17

直前東大理系国語テストゼミ
p.16

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

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

2018
2019

合
合格
格者
者の
の声
声

本質的な部分から実戦に至るまで、深い理解を得られる
数学

英語

添削指導を中心としたテストゼミ
（理系/ 直前 ・文系/ 冬期 直前 ）
冬期
直前 ）
１日だけの腕試し講座（理系/
解析的論証問題を中心とした講義形式講座（理系/最終日にテストゼミつき/ 冬期 ）
過去5年分の過去問を使用する予習型の講座（理系/ 超直前 ）
本番形式を重んじたテストゼミ（ 冬期 直前 ）
英作文・要約に絞った演習講座（ 冬期 ）
過去問の類題を使用する予習型の講座（ 超直前 ）

物理
化学

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

国語

点数を得る答案の作り方を示す講座（理系/ 冬期 直前 ）

友人に勧められて講習を受け、既習の内容も新しい視点から学ぶことで曖昧だった
知識の理解が深められ、授業自体も非常に面白かったので、ＳＥＧでの受講を決めま
した。
ＳＥＧの授業は、暗記に頼らず、どの事項も根本的なところまで掘り下げていくので、
どの教科も上辺だけでない、深い理解を得ることができるとともに、学問の面白さを
知ることもできます。また、高３からの演習では、ただ解答を提示するのでなく、なぜ

板橋 諄典 さん
東京大学
理科Ⅰ類進学
（私）
早稲田卒）

その発想に至るのかという本質的な部分から、どうやってバランスよく点を取るかとい
う実戦的な部分まで教えていただくことで、得点を確実に伸ばすことができました。
教室の雰囲気も自由で、どの先生も自分自身が楽しんで授業を行ってくださるので、
私たち生徒も心地よく、楽しく授業に臨むことができました。
受験勉強は「楽しんだ者勝ち」だと思います。みなさんも、ＳＥＧで楽しく学んで、
合格を勝ち取ってください。

さて、みなさんにはどの講座が必要でしょうか？

自分に必要な講座をよく考え、必要な分を受講して、しっかり

自分の力にしてください。
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大学別対策講座
一橋大学

東工大は理科系に特化した大学ですので、数学・理科の試験時間は長く設定されていて、論理的思考を問われる
いずれの科目も、基礎学力だけではだめで、今後の講習ではどのように発展的問題を読み解き、どのように解法
の発想に至り、どのように時間内に解いていくか、を訓練することが必要です。
プレ冬期

冬期講習

直前講習

○（p.9）

一橋大では、文系数学としてはトップレベルの難易度の問題が出題されます。学部によって数学の比重は異なりま
すが、
「数学の問題を何題解くことができたか」が合否を左右しかねません。120分間で５題という試験形態で、整数・

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

数学

大学別対策講座

東京工業大学

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

超直前講習

プレ冬期

○（p.17）

数学

冬期講習

直前講習

○（p.11）

○（p.15）

超直前講習

一橋大
英語

○（p.12）

○（p.17）

英語

○（p.16）

東工大
物理

○（p.16）

数学

冬期・直前期ともに、テストゼミを通して一橋大数学における必須定石・知識を確認します。本番を自信を
持って迎える総仕上げとして活用ください。

英語

数学

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

例年の傾向に即した模擬問題を用いて、直前期にテストゼミを行います。答案は添削して後日返却しますの
で、直前期の仕上げとして役立ててください。

英語

冬期では、過去問の解説とともに、近年の傾向を踏まえた模擬問題を用いてテストゼミを行います。さらに
超直前期には、問題解説を通して、合格点を取るためのポイントを最終確認していきます。本番前の最後の
一押しとして、ぜひ活用してください。

2018
2019

○＊（p.14）

化学

○＊（p.16）

＊「東工大の化学」は、冬期講習と直前講習で同内容の講座を開講します。

物理
化学

各４日間の講座です。過去出題された問題（一部の問題は現在の出題形式に書き換えます）を項目別に整
理し、主たる得点源となるレベルの問題を中心に、合格点を取るための方策を提示します。参考として、本番
では捨てなくてはいけないレベルの問題への解法着想方法も紹介します。予習→講義形式の講座です。

合
合格
格者
者の
の声
声

テストゼミでは苦戦したが、数学力はかなり伸びた
中１から英語多読の授業に通っていました。好みの本を紹介していただくことによって、楽しく英文に触れるこ
とができました。高２の冬からの受験英語では、和訳、英作文などにおいて細かいコツを教えていただきました。
英語はとにかく授業が楽しかったです。数学は高３から通い始めました。前期ではクリーム本で基礎をしっかり
習得し、後期ではテストゼミで実戦における戦略を学びました。テストゼミには苦戦しましたが、おかげで底辺だっ

2018
2019

合
合格
格者
者の
の声
声

丁寧な添削で、入試本番における答案の書き方を学べた
高２の夏で部活が終わり、塾を探していたときに、理系の塾ならＳＥＧだという周り
の人たちの言葉で、入塾を決意しました。いざ入ってみると、難しい問題たちと、そ
れをたやすく解いていく他の生徒たちに囲まれ、とんでもないところに来てしまったと
感じたことを覚えています。しかし、先生方の丁寧な説明と、面白い授業のおかげで、
最後まで通い続けることができました。テキストや宿題を含め、本当に厳選された問

（M.Y.

た私の数学力はかなり上がりました。

一橋大学社会学部進学

女子学院卒）

多読とリスニングで、英語を得意科目に
ＳＥＧでは数学と英語でとてもお世話になりました。数学では、先生方のおっしゃるとおりにクリーム本を何
周もしたところ、基礎力が向上したことで、難解な問題にも立ち向かえるようになり、数学の点数が伸びていき
ました。英語についても、毎週の多読とリスニングのテストをやったことで、英語を読む能力と、聴き取る能力
が強化され、英語を得意科目にすることができました。

（K.A.

一橋大学商学部進学

世田谷学園卒）

題たちが、無理なくこなせる分量で出題されていたことも、最後まで続けられた要因だ

斉藤 佑利 さん
東京工業大学
工学院進学
（麻布卒）

と思います。
入試に直接役立ったと思うのはテストゼミの授業です。
丁寧な添削を通して、
答が合っ

医学部入試の対応力を養うことができた
数学、英語、理科のどの教科も根本から教えていただき、着実に理解力を上げていくことができました。また、

ているかどうかだけではなく、その解答に行き着くまでの答案の書き方までしっかりと

テストゼミの解説、添削などがとても丁寧なところがＳＥＧの大きなメリットの一つです。おかげで、医学部で出

教えていただいたからです。おかげで、本番でもきちんと答案を書くことができました。

題されるどんな問題にも対応する力を養うことができました。医科歯科大を志望する人は、
『医科歯科大の数学』

不安になることもあると思いますが、ＳＥＧと先生方を信じていれば大丈夫です。

『医科歯科大の英語』どちらもとることをお勧めします。

（M.I. 東京医科歯科大学医学部進学 私）
早稲田卒）

5

6

大学別対策講座

大学別対策講座
大学別対策講座

慶應義塾大学（医）

医学部医学科総合案内
人気もあり、定員が少ないということも重なって、医学部医学科入試は熾烈です。出題の個性が強い大学も多く、

冬期

慶應大（医）の数学

180分×２日間
●テストゼミ ★

冬期

慶應大（医）の英語

180分×２日間
●テストゼミ ★

偏差値だけでは分からない「学力の相性」のようなものもあります。勉強は「王道を進む」ものですが、入試前には
大学の個性を踏まえた戦略も考える必要があります。
特に、私大医学部受験生にとって、12月はもう直前期です。過去問の分析は出題傾向だけでなく、解答の仕方
の検討も必要なこの時期は「大学ごと」に特化した勉強が入試上有効です。国公立医学部受験の場合はセンター試

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

験がどうしても重要な位置づけになります。しかし、２次試験対策の手抜きが度を過ぎると論述形式の問題に対す

東京慈恵会医科大学

る学力が落ちてしまいます。秋までに作り上げてきた学力を実戦練習に即時的に回しましょう。
ＳＥＧの冬期・直前講習でもいくつか大学別の医系対策講座が用意されています。志望大学に合わせて受講して
ください。

プレ冬期

慈恵会医大の数学Ⅰ 傾向と対策

240分×１日間
●過去問検討講義

プレ冬期

慈恵会医大の数学Ⅱ テスト演習

180分×1日間
●テストゼミ ★

慈恵会医大の英語

180分×２日間
●テストゼミ ★

また、千葉大・筑波大のように王道の勉強で対応できる大学の場合は、大学別対策以外の講座（例えば数学なら、
「理系数学上級テストゼミ（p.10）」や「直前理系数学標準テストゼミ（p.15）」など）を受講してください。
プレ冬期
数学

冬期講習

冬期

○

医科歯科大

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

英語

○

数学

○

英語

○

順天堂大学（医）

慶應大（医）
数学
英語

プレ冬期

順天堂大（医）の数学Ⅱ テスト演習

180分×1日間
●テストゼミ ★

順天堂大（医）の英語

180分×２日間
●テストゼミ ★

冬期

○

英語
数学

240分×１日間
●過去問検討講義

○

順天堂大（医）
日本医科大

順天堂大（医）の数学Ⅰ 傾向と対策

○

慈恵会医大
数学

プレ冬期

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

○
○

日本医科大学
プレ冬期

日本医大の数学Ⅰ 傾向と対策

240分×１日間
●過去問検討講義

プレ冬期

日本医大の数学Ⅱ テスト演習

180分×1日間
●テストゼミ ★

東京医科歯科大学
医科歯科大の問題は個性的ですので、その個性を理解してもらうことで、冬の段階でセンター後を睨んだ助走を
つけてもらいます。過去問を自分で解くだけでは分からない着眼点を解説します。授業はテストゼミを中核として（英

★：テストゼミの答案は採点または添削し、後日返却します。

語は過去問を利用して着眼点の見つけ方の講義、およびテストゼミとその解説を行います）、答案の採点も行います。
プレ冬期

医科歯科大の数学（医学科）

180分×２日間
●テストゼミ

私大医学部医学科直前対策講座

各日とも前半は本番と同様のテスト演習(90分)、後半はその解説を行います。普通の問題演習ではなかなか経験できない
「医科歯科大らしい重量級の問題」を出題し、攻略方法を講義します。答案は、すべて採点・添削して後日返却します。

冬期

医科歯科大の英語（医学科・歯学科）

200分×４日間
●過去問検討講義

7

としたテストゼミ形式の講座です。
直前

●テストゼミ

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

順天堂大、昭和大、北里大、東京医大、東邦大、女子医大、日大などの私立大学医学部医学科の受験生を対象

直前私大医学部数学テストゼミ

180分×２日間
●テストゼミ

私大医学部特有の問題演習を通じて思考法・基本技術の総点検を行い、本番前の総仕上げを行います。各日、前半で
テストを行い、後半で解説します。希望者の答案は採点し、後日返却します。
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プレ冬期 国語 冬期講習 数学

プレ冬期 数学・英語
数学

確率集中演習

国語
210分×２日間

プレ冬期

東大理系国語

180分×１日間

●理系・文系を問いません。

近年の東大２次試験問題を使って「国語の基礎」を確認しながら「現実的な対策」を一緒に考えましょう。国語は「文系分

東大・京大・東工大・一橋大・早稲田大・慶應大をはじめとする主要大学の受験生で、確率がやや苦手な方を対象に、

野の数学」ですから実は理系のみなさんには楽なはずです。問題は当日配布してその場で考えてもらいます。答案を提出して

２次試験の記述問題をテスト形式で演習します。確率の問題を集中的に扱うことにより、これまでバラバラだった知識を

もらえれば添削して後日返却します。

（桑島 健太郎）
プレ冬期

一貫した知識に変え、勘に頼ってきた判断を合理的な判断に変えましょう。テスト後の解説だけではなく、答案を添削し、
後日返却します。なお、昨年度冬期講習の問題と重複します。

冬期講習
整数問題集中演習

210分×２日間

数学

●理系・文系を問いません。

標準的な力をそなえている方を対象として、講義＋テスト演習＋解説＋添削の三段プラスα構成で、整数問題における基本
事項の確認と、必要な考え方、手法、鍵となる事実の理解・習得を目指します。演習問題は、近年の主要大学の出題傾
向を踏まえたオリジナル問題を使用します。答案は添削して後日返却します。なお、
昨年度冬期講習の問題と一部重複します。

東大解析数学（理系）

200分×４日間

冬期講習

近年の入試における整数の論証問題は、易化傾向にあります。その分、整数問題においては、簡単なことを「いかに正し
く論証するか・考えることができるか」で、得点差がつくことになります。この講座では、整数分野にやや不安のある方から

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

センター数学（数ⅠA編）

270分×１日間

センター数学（数ⅡB編）

270分×１日間

東大理系数学腕試しⅡ

330分×１日間

近年の東大理系数学の出題傾向・難易度を踏まえて、前半は東大と同じ試験時間（150分）で６題の問題を解いてもらいま

●理系・文系を問いません。

す。後半は180分で問題を解説し、答案を添削し後日返却します。なお、昨年度冬期講習「東大理系数学腕試しⅡ」の問

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

題と重複しますが、昨年度・今年度の他の東大向け講座の問題とは重複しません。

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

東工大の数学

理系数学上級テストゼミ

200分×４日間

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

180分×２日間

１日目にテスト演習を実施し、２日目にその解説を行います。東工大の出題傾向を演習を通じて確認し、東工大受験に向
けて必要な力を伸ばすためのポイントを伝授します。近年の東工大は「必ず解くべき標準問題」が出題されています。そこ

理系数学標準テストゼミ

200分×４日間

をきちんと押さえつつ、やや難の問題にも対処できる力をつけることを目標とします。答案は添削して後日返却します。な

慶應大・早稲田大・理科大をはじめとする理工系・医系の主要大学受験生で、数学がやや苦手な方を対象に、出題頻度

お、昨年度冬期講習の問題と重複します。

の高い標準的な難易度の問題を中心に取り上げて、記述式のテスト演習を行います。一部の超難関大学を除いては、標
準的な問題を完答していけば十分に合格点に届きますから、この講座で扱うレベルの問題を確実に解けるようになること
が大切です。４日間中、２日分の答案については、添削して後日返却します。なお、昨年度冬期講習の問題とは重複し

英語

センター英語

ません。
200分×１日間

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

冬期講習 数学
東大文系数学テストゼミ

200分×４日間

東大文系の受験生を対象に、テスト演習を実施します。近年の東大文系の数学では標準的な問題が多く出題され、それ
らをきちんと解くことが合格のために必須です。加えて、数学で点数を稼ぐ予定の方は「やや難」の問題をある程度解く

英語

受験英語多読実戦ゼミＧH

200分×４日間

必要があります。この講座では、テスト演習を通じて東大文系数学における必須定石・知識を確認し、各自の目標点数

●対象

９‑11月期「受験英語多読Ｇ/Ｈ」受講者、あるいは多読もしたい受験生

を実現するための得点力を鍛えていきます。４日間中、２日分の答案については添削を行い、答案の書き方・本番に向け

４日間、多読＋リスニング60分、テスト60分、解説60分（休憩20分）を原則とし、テストと多読を通じて、入試本番に

ての改善すべき点についてアドバイスします。なお、昨年度冬期講習の問題とは重複しません。

向けて英語力を仕上げます。難関大学レベルの客観式問題と記述式問題の混合型のテストを毎日実施し、すべて採点・
添削して後日返却します。冬期講習中も多読を行うことで、読解のリズムとスピードを保ちます。なお受講生は、２月末

一橋大数学テストゼミ

200分×４日間

一橋大の受験生を対象に、テスト演習を実施します。一橋大の数学では標準〜やや難の問題が幅広く出題されます。数
学のできが合否を決定する、と言っても過言ではないでしょう（特に、商学部や経済学部など、数学の配点比率が高い

までＳＥＧ図書室（T教室２階）で多読図書を借りることができます。

受験英語多読実戦ゼミEF

200分×４日間

●対象

９‑11月期「受験英語多読E/Ｆ」受講者、あるいは多読もしたい受験生

めの得点力を鍛えていきます。４日間中、２日分の答案については添削を行い、答案の書き方・本番に向けての改善す

４日間、多読＋リスニング60分、テスト60分、解説60分（休憩20分）を原則とし、テストと多読を通じて、入試本番に

べき点についてアドバイスします。なお、昨年度冬期講習の問題とは重複しません。

向けて英語力を仕上げます。答案はすべて採点・添削して後日返却します。客観式問題と記述式問題をバランスよく織り

冬期講習

学部）。この講座では、テスト演習を通じて一橋大数学における必須定石・知識を確認し、各自の目標点数を実現するた

交ぜ、国公立大にも私立大にも対応できる力を養います。冬期講習中も多読を行うことで、読解のリズムとスピードを保

数Ⅲ微積分上級テストゼミ

200分×４日間

数Ⅲ微積分標準テストゼミ

200分×４日間

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

論理と写像研究Ⅱ

180分×２日間

ちます。なお受講生は、２月末までＳＥＧ図書室（T教室２階）で多読図書を借りることができます。

TOEFL受験英語多読T/T♯
●受講資格

<資格制>

200分×４日間

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

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

東大英語テストゼミ

200分×４日間

東大入試の出題形式に準拠したテストゼミです。近年の傾向を踏まえて作成した模擬問題を授業の前半で本番さながらに

●理系・文系を問いません。

解いてもらい、授業の後半を使って解説をします。答案はすべて採点・添削して後日返却しますので、毎年出題される要

論理や写像（関数の値域、点の軌跡、曲線の通過領域など）の演習講座です。この分野では、基本事項を入試問題に

約や英作文対策に特に有効です。

活かすことが苦手である方が多いようです。そこで、この講座では、テスト演習＋解説講義を通じて、この分野の問題を
解くために必要な基本的な知識・思考法の総点検をします。また、答案はすべて添削し「今後伸ばすべき箇所とその伸
ばし方」を提案します。この冬に論理と写像について「十分に解ける！」という状態を目指しませんか？ 難易度は、早慶・
私大医学部上位校〜東大・東工大などの国立上位校レベルです。なお、昨年度冬期講習の問題と重複します。

東大英作文・要約演習

200分×４日間

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

センター数学（数ⅡB編）

270分×１日間

●理系・文系を問いません。
プレ冬期でも、同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。講座内容はp.9をご覧ください。

東工大の英語

200分×４日間

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

冬期講習 物理・化学
物理

化学実戦上級テストゼミ

200分×４日間
200分×４日間

東大物理演習

力学・波動

180分×４日間

化学実戦標準テストゼミ

東大物理演習

電磁気・熱力学

180分×４日間

化学の基礎勉強が終了している方を対象に、80分のテストを行い、問題の印象が濃い間に、問題文の意図するところ
や、受験生が知っておくべき着眼点、時間内に解答する方法などを解説します。４回分の答案は採点して後日返却します。

東大の物理の問題は特別な知識を必要とするものではありません。比較的単純な問題と言えるのですが、問題設定が奇

いざテストとなると点が取れなくなる方にお勧めです。上級は、一見すると教科書的でない問題を出題する大学（東北大・

妙なことがあり、解法のポイントを探す場合や対応する物理法則を見つけ出すとき「唸りながら考える」ことが必要になり

医科歯科大・慶應大・理科大）・医学部などに対応し、標準は、教科書的な考え方・知識を網羅的に出題する大学（多

ます。いわゆる、手のつけ所が見つけにくい問題なのです。この講座では、東大型の問題を紐解くように解答する筋道を

くの国公立大・私大薬学部など）に対応します。

提示します。東工大のような思考問題を出題する大学にも対応します。また、解答・出題形式が穴埋めでも難しい問題を
出題する大学（京大など）にも役立ちます。なお、
「東大物理演習 力学・波動」は、夏期講習の同名講座の問題と重複し
ます。予習が必須です。

化学思考問題演習

180分×４日間

入試問題を解くうえで必要なことは、理論化学の基本原理の理解と、無機・有機物質の性質に対する幅広い知識ですが、
200分×４日間

高度な問題では理論と知識が組み合わされて出題されるため、単に知っているだけでは解答にたどり着けません。この講座

冬期講習

物理実戦テストゼミ

では、理論計算と知識の融合問題を解説し、知識や理論をどう繋いで使うか？ の思考方法を伝授します。一見すると教科

授業前半80分はテスト、後半はその解説を行います。答案は採点して後日返却します。問題文が比較的長いものを中心

書的でない問題を出題する大学（東北大・医科歯科大・慶應大・理科大）・医学部などに対応します。予習が必須です。

に扱い、問題への取り組み方を考える講座です。基本原理は理解しているのになぜか問題は解けない、解くのに時間が
かかるという方にお勧めします。問題は、標準〜やや上級レベルのものを扱います。

物理新問題攻略の糸口

無機・有機の総点検
180分×２日間

180分×４日間

入試問題でどのように知識問題が出題されるかを見ながら、実戦的に無機・有機の知識を総点検する講座です。問題の
考え方が分かっていても、ただ一つ鍵となる知識が抜けているだけで問題は解けなくなります。最後の追い込みとして、

みなさんも模擬試験等で体験しているかも知れませんが、入試の会場で初めて見る問題は、どこから手をつければよいか

自分の知識は十分か？ 大きな穴はないのか？ を判断するのにぜひ利用してください。化学で高得点を狙うための必要条

分からないことがあります。しかし、問題の本質を見抜くことができれば、既習の法則や手法を用いてスムーズに解答で

件となる講座です。予習が必須です。

きます。そのような洞察力を覚醒させることがこの講座の目的です。各分野の学習は修了した受験生（過去問演習を自分
一人で行えるレベル）が、受験勉強の仕上げとして受講するのに最適です。

物理解法の手順

東工大の化学
180分×４日間

180分×４日間

東工大の化学の出題は独特で、過去の出題を検討しておかないと、入試の本番で自分の実力を出せないということが考
えられます。この講座では、身についた基礎知識をどのように用いて本番の入試問題に手をつけ始め、そして解法に至る

答案用紙に枠があり、形式上は結果のみを問うような大学の入試問題でも、論述問題並みの思考過程を要求する問題を

のかを、過去問を利用して示します。外見的には似ていない問題も解法から見てみると似ている側面がある設問、これは

出題する大学は多くあります。この講座では、論述形式としては千葉大・筑波大・横浜市立大レベル、結果のみを問う

本番では嵌ってはいけない設問、という問題の見分け方も示します。予習が必須です。

形式としては早稲田大・慶應大・理科大レベルの入試問題に対し、どのように思考を進めていけばよいかを示します。典

＊直前講習でも同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。

型的な問題の読み取り→着想→解法の手順を頭に叩き込んでもらう講座です。予習が必須です。

国語

化学

東大理論化学演習

180分×４日間

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

東大物性化学演習

180分×４日間

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

180分×２日間

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

センター国語

（桑島 健太郎）

180分×２日間

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

（桑島 健太郎）
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直前講習 英語・物理・化学・国語

直前講習 数学
数学

英語

授業の前半はテスト、後半は解説を行い、実戦力を鍛えます。

直前東大理系数学テストゼミ

直前東大英語テストゼミ
180分×４日間

東大を目指す受験生が対象です。標準〜難レベルの問題を中心に、東大のテスト形式にあわせて150分で６題出題する
テスト演習を行います（１・３日目はテスト、２・４日目は問題の解説を行います）。センター試験で頭が鈍りがちなこの

200分×４日間

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

時期に、計算力・論証力を鍛え直しましょう。希望者の答案を採点し、記述答案の書き方についても指導します。なお、

直前一橋大英語テストゼミ

昨年度直前講習の問題とは重複しません。

東大理系数学腕試しⅢ

330分×１日間

近年の東大理系数学の出題傾向・難易度を踏まえて、前半は東大と同じ試験時間（150分）で６題の問題を解いてもら
います。後半は180分で問題を解説し、答案を添削し後日返却します。なお、昨年度直前講習「東大理系数学腕試しⅢ」

200分×２日間

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

の問題と重複しますが、昨年度・今年度の他の東大向け講座の問題とは重複しません。

物理

直前理系数学上級テストゼミ

180分×４日間

東工大・旧帝大（東大を除く）・医科歯科大・横浜市立大・早慶など、数学の難易度が高めの理工系・医系の大学を受
も目標とします。各日、前半でテストを行い、後半で解説します。４日間中、２日分については希望者の答案を添削し、
答案の書き方についても適宜指導します。なお、昨年度直前講習の問題とは重複しません。

直前理系数学標準テストゼミ

180分×４日間

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

直前東大文系数学テストゼミ

180分×４日間

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

直前一橋大数学テストゼミ

200分×４日間

180分×４日間

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

東工大の物理

直前講習

験する方のための直前テストゼミです。標準レベルの問題はもちろん、やや難の問題にも臆せず対処できる力を養うこと

直前東大物理テストゼミ

180分×４日間

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

化学

直前東大化学テストゼミ

180分×４日間

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

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

東工大の化学

180分×４日間

冬期講習でも、同内容の講座を開講します。重複して受講する必要はありません。講座の内容は、p.14をご覧ください。

国語

直前東大理系国語テストゼミ

180分×２日間

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

超直前講習 数学・英語・物理・化学
数 学・英 語

申込

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅰ（図形編）

180分×１日間

＊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。

超直前東大理系数学過去問解説講座Ⅱ（整数・確率・解析編）

180分×１日間

●受付開始：9/16（月祝）11：00から

超直前東工大数学過去問解説講座Ⅰ（微分積分編）

180分×１日間

超直前東工大数学過去問解説講座Ⅱ（微分積分以外）

180分×１日間

超直前東大英語演習

180分×１日間

超直前東工大英語演習

180分×１日間

●申込に必要なもの：
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。
ＳＥＧホームページ（http://www.se㷅.co.jp/）→［入会案内］

・メイト会員登録票（初めての方のみ・写真含む）
・メイト会員登録料500円（初めての方のみ）
・講習申込書
・受講料（現金または振込の証明となるもの）
※クレジットカードはご利用いただけません。

＊開講日程・担当講師・受講料は、別紙の講座日程表でご確認ください。

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

物 理・化 学

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

【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
※日曜日の受付時間については事前にお問い合わせください。
※12/30（月）〜 1/3（金）はお休みです。
※講習中は以下の日程のみ受付時間が異なります。
12/26（木）・1/4（土） 8:30 〜 19:00
1/21（火）・1/27（月）・2/3（月） 8:00 〜 19:00

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。

●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）
。

超直前講習

超直前東大化学過去問解説講座

●申込方法：窓口または郵送にてお申し込みください。

＊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］

の東大の過去問を題材として研究します。
＊
テスト①（150分）

2日目

＊
物理解説①（90分）／ 化学解説①（90分）／ テスト②（150分）

3日目

物理解説②（90分）／ 化学解説②（90分）

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

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

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。
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。

テスト①・②の日程で東大の過去問に挑んでいただきます。テスト①では2018年２月出題の問題、テスト②では2019年

＊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。

２月出題の問題を使用します。答案は提出していただき、採点・添削のうえ解説の日に返却します。解説①・②では、み
なさんの答案の内容をもとに東大入試に向けた解説を行います。

おことわり

＊テスト①・②に参加されない場合、各自で解いた答案をテスト①・②の各実施日までに講師室（Ｔ教室１階）にご提出ください。

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。

問題・解答用紙は講師室に用意しています。
※１科目のみの受講も可能です（１科目の場合、テストは開始時間から始めて、途中で提出・退出が可能です）。

申込のご案内

1日目

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