
多読で育つ、
逞しい英語力！
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英語多読コースの紹介
SEG多読コースの目標と方法SEG多読コースの目標と方法

（目標） ① 英語でどんな本も読める読解力

② 英語での会議でリードできる発信力

③ 大学受験で合格できる得点力

（方法）

① 直読直解できるやさしい英文を訳さずに大量
に読みながら、英文のレベルを上げていく

② 会話・作文・文法は英語で授業を行い、英語
での発信力も上げる

③高２・３では、和訳・文法・問題演習も行う
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読み続けることが秘訣読み続けることが秘訣

大手予備校の、「勉強させる」という環境に
馴染めず、SEGに入塾しました。

最初に与えられたのは簡単すぎる絵本！
しかし、１年経つあたりで、面白い本が読め
るようになってきて、多読がどんどん楽しくな
りました。それと同時に、学校の定期テスト
の点数もどんどん伸びていきました。

（M.U. 麻布 → 東大理１）
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英語多読の「純粋さ」が凄い！英語多読の「純粋さ」が凄い！

中１から受講しました。外国人パートも多読パー
トも、日本人の作った教材でなく、ネイティブの先
生が作成した素材を使うので、贅沢なくらい、純
粋で自然な英語を学べました。

学校の授業などでは、テストで点を取るための
作業がつきものでしたが、SEGの多読は、純粋に

洋書を読むこと自体が目的なので、本当に楽しく
続けられました。

本番でも、英語が一番の得点源となりました。

（R.M. 雙葉 → 一橋社会学部） 4

(1)読解力を伸ばす多読授業(1)読解力を伸ばす多読授業

（１）問題を解くより、面白い！

（2） 英文のレベルを、個別に合わせられる

各自、自分が英文のまま理解できるレベル

の本を読むことが可能です。

（3） 宿題の量が自由自在

各自の状況に合わせて量が調整可能
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他塾と違う宿題システム他塾と違う宿題システム

長文
重視

文法
重視

少量

平岡

鉄緑
大量

Ｚ会・駿台

多
読Ｇｎo

Meplo

英文

宿題

多読クラスは、
宿題量も
個別に変動
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洋書はすべて無料貸出です洋書はすべて無料貸出です

多読コースでは、宿題として大量の洋書を読ん
でもらいますが、洋書はすべて貸し出すので、
受講料以外の費用は一切不要です。

ＳＥＧには、多読専用教室が、２７教室用意し
てあり、各教室に各１万冊以上の蔵書があり、
合計で55万冊以上の蔵書があります。

毎年１万冊以上追加購入しており、生徒さんか
らのリクエストにも応えています。
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多読って指導が必要なの？多読って指導が必要なの？

多読が有効なのは理解したけど、それなら、

自分で本を読むだけで十分なのでは？

答えは Yes and No
適切なレベルの本を、年間100万語以上読めば、

自己流でもＯＫ

しかし、適切なレベルの本、レベル上げ、自分の

興味に合う本を選ぶのは、なかなか一人では困

難です。
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SEGの多読指導とはSEGの多読指導とは
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ＳＥＧの多読指導例ＳＥＧの多読指導例

Ａ君 （開成、高２春期から受講開始）

春期 CER1 （4000語）

6月 The Witches（36000語）

8月 The Best Democracy Money
Can Buy（9万語）

11月 The Road to Serfdom
（20万語）
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A君は、無事、東大理１に合格A君は、無事、東大理１に合格

初めは小説を読んでいたが、次第に周りの人
が読まないような社会科学、物理学、哲学関
連の本を読んだ。なかでもとりわけ印象深いの
は高３の最後に読んだトマ・ピケティの「２１世
紀の資本」（一説には「２１世紀の資産」のほう
が適訳とされるが）である。全部で７００ページ
ほどあり、今まで読んだ洋書の中で最も分厚
いのだが、それでも怖気づかずに読了できた
のは多読によって厚い本に抵抗がなくなった
からである。
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ＳＥＧの多読指導例ＳＥＧの多読指導例

Ｂさん （女子学院、高１夏期から受講開始）

夏期 ORT1‐6 （ 20‐300語）

春期 UYR1 （１500語）

6月 PGR2（7000語）

8月 Captain Underpants
（7000語）

11月 The Last King
of Scotland

（14000語） 12

Bさんは、無事、早大文に合格Bさんは、無事、早大文に合格

入ったときは、英語は一番の苦手科目。外国
人の先生の話している内容は何一つ分からず、
絵本や薄くて簡単な本しか読めませんでした。
それでも続けることができたのは、多読の授業
が純粋に楽しかったからです。動画や音楽、
ゲームなどを取り入れた参加型の外国人パー
トの授業は、雰囲気がとてもあたたかくて、
徐々に間違いを恐れず発言できるようになって
いきました。
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（2）発信力を鍛える外国人パートの授業（2）発信力を鍛える外国人パートの授業

日本人が英会話が苦手なのは、話す訓練
がなされていないため

SEGでは、高２の終わりまで、1クラス12名
程度のAll English の授業で、書く・話す力
をつけます

（高３全クラス、および高２のクラスの一部
は、受験問題演習が中心となります）
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高１・高２ではディスカッション高１・高２ではディスカッション

２～３人のグループで英語のディスカッショ
ンをしました。英語で他人に意見を言うのは
初めてで少し緊張しましたが、伝わったとき
は嬉しかったです。 （桜蔭・高２）
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多読で受験は大丈夫？多読で受験は大丈夫？

多読でカバーしきれない文法問題もある
ので、多読クラスでも、多読と併行して文
法問題を学習します。

しかし、大学受験の英語学習で、文法・和
訳を重視しすぎることは、有効な入試対
策とは言えません。

大学入試では、文法問題はほとんど出題
されないのが現実だからです。
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大学入試の現状は？（医科歯科大）大学入試の現状は？（医科歯科大）

 2020 医科歯科大医（90分,120点）の場合

問１・２は、保健学科専用の出題

問3（48点） 長文内容正誤問題 1847語

問4（24点） 内容に英語で答える問題

問5（24点） 下線部訳

問6（24点） 大意把握

文法や語彙問題は一切無し
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大学入試の現状は？（東大）大学入試の現状は？（東大）

 2020  東大入試（120分,120点） の場合 （4674語）

問１（20点） 要約10 文補充読解 10    （1317語）

問２（20点） 課題英作文＋英訳 20

（80 words＋30 words）

問３（30点） リスニング（45分） （1643語）

問４（20点） 正誤問題 5 部分和訳 15   （825語）

問５（30点） 長文総合 （889語）

読解・聴解の速さ・正確さが大事
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入試における文法問題入試における文法問題

文法問題が出題されない大学・学部

早大（理工・国教・商・文・文構）

慶應大（医・薬・経済・環境・総合・文）

東工大・医科歯科大・京大・順天堂大医

文法の配点が低い大学 東大・一橋大

→文法は英作文で減点されないレベルで十
分 （基礎をしっかり！）
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入試英語は長文化入試英語は長文化

１０００語を超す長文

2008年 国公立 ７題 私立 １８題

2020年 国公立 14題 私立 30題

２０２０年入試の１題の問題文の長さ

岐阜大 2224語 一橋大 1964語

東工大 1920語 慶應文 1886語

医歯大 1860語 上智G 1521語
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医科歯科推薦入試英語は超長文！(2018)医科歯科推薦入試英語は超長文！(2018)

大問１（６０分）

(A) 数理パズル（選択） (B)判断 パズル （選択）

(C)グラフ（少子高齢化)をみて考える小論文

大問２（１５０分）

遺伝子改変技術クリスパー・キャスナイン

に関する色々な英文記事（A4 66枚）を読んで、

(a) 特許紛争について自分の意見を書く

(b)クリスパー・キャスナインの技術を使った

将来の医療について自分の意見を書く
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入試英語のポイント入試英語のポイント

1）長文にたじろがない速読力をつける

（遅くても、分速150語以上）

２）リスニング力はすぐには伸びない

（忙しくても、リスニングの時間を作る）

３）柔軟な英作文力をつける

（英語的作文力＋構想力）

４）論説文の論理的な読解力をつける

（論理の流れ＋省略された語を補充）
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多読で身についた英語力！多読で身についた英語力！

外国人の先生の授業は、ゲームをしたり
ビデオを観たりで、「これが本当に塾？」と
思うほど親しみやすかったです。

多読では、絵本から段階を踏んでレベル
を上げていき、高２ではHunger Gamesを徹
夜で読むくらい、はまりました。

医学部の面接でも多読の経験はアピール
ポイントにできました。

（T.O. 吉祥女子 → 慶応医） 23

多読で身についた英語力！多読で身についた英語力！

外国人の先生の授業は、明るく元気で楽
しめました。それ以上に、学校以外の場所
で友人ができること、英語でコミュニケーショ
ンできる場があることが良かったです。

多読は、渡される本が少しずつレベルアッ
プし、私の好みを重視して先生が本を選ん
でくださるのが楽しみでした。

（N.S. 吉祥女子 → エジンバラ大学）
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自分のペースで学べる自分のペースで学べる

多読は、辞書を引かなくても読めるレベ
ルの英語の本をたくさん読んで英語力を
伸ばす学習法です。決して押し付けがまし
くなく、自分のペースで読み進める自由さ
が僕には合っていました。

大学で英語を使う機会が増えましたが、
多読で養った力は確実に役立っています。

（Y.E. 開成 → 東大教養学部）
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数学も英語も楽しめる！数学も英語も楽しめる！

中１から数学、高１からは多読も受講しまし
た。多読では、本棚に囲まれた多読教室に
入ったときの新鮮な気持ちは今でも覚えてい
ます。徐々に、いろいろな本が読めるように
なる感覚は素晴らしいものです。

高３のテストゼミでは、受験英語に対する
応用力を身につけることができました。

（H.S. 曉星 → 順天堂医）
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高１～高３多読クラスの概要高１～高３多読クラスの概要
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「外国人講師+多読」の高１多読ＤＥＦ「外国人講師+多読」の高１多読ＤＥＦ

■外国人パート

授業の半分は、外国人講師がすべて英語で授業を
し、聞く・話す・書く能力を伸ばします。入試のリスニ
ング・自由英作文対策も兼ねています。

■多読パート

授業の半分は、多読です。多読は、受講生の英語
のレベル・興味に合わせて個別に選書していきま
す。高１では、速読＋語彙強化も行います。
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多読重視の多読多聴Ｒ（高1）多読重視の多読多聴Ｒ（高1）

中３・高１の合同クラスです

■個別パート

授業時間の８割は個別パートで、受講生の英語の
レベル・興味に合わせて個別に読書・リスニングを
してもらいます。

■一斉パート

授業時間の２割程度は、クラス全体で、シャドーイン
グやリスニングにあてます。
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「受験+多読」の高２多読YZ「受験+多読」の高２多読YZ

■受験パート

授業の半分は、大学入試英語指導の日本人講師
が、受験に向けて日本語で、精読・文法・作文の授
業をし、大学入試で点をとれる英語力を育成します。

■多読パート

授業の半分は、多読です。多読は、受講生の英語
のレベル・興味に合わせて個別に選書していきま
す。リスニング指導も行います。
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「外国人講師+多読」の高２多読ＦG「外国人講師+多読」の高２多読ＦG

■外国人パート

授業の半分は、外国人講師がすべて英語で授業を
し、聞く・話す・書く能力を伸ばします。入試のリスニ
ング・自由英作文対策も兼ねています。

■多読パート

授業の半分は、多読です。多読は、受講生の英語
のレベル・興味に合わせて個別に選書していきま
す。高２では、速読＋語彙強化＋和訳指導も行い
ます。
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高１夏期 「外国人+多読」講習高１夏期 「外国人+多読」講習

多読は、個別指導なので、未経験者もOK
※レベルを迷われる方は、個別にご相談ください

高１D（基礎）,高１ E（中級）,高１ F（上級）
１８０分×週１回×５週の対面授業

多読＋Ｗｒｉｔｉｎｇ・Ｓｐｅａｋｉｎｇ

９月からの入会には、別途入会試験受験が必要

高１DE入会講座 １８０分×連続５日間の対面授業

高１Eのカリキュラムに準拠。

最終日の実力試験で、９月からのクラスを決定
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高１夏期「多読多聴」講習高１夏期「多読多聴」講習

多読多聴入門 （９０分×週１×５週）

新規生対象：多読多聴に特化

Zoom + On Line多読の遠隔指導

On Line多読は、４システムが利用可能

多読多聴R （180分×週１×５週）

多読多聴に特化。 対面指導

９月からの入会には、別途入会試験受験が必要
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高２夏期「受験+多読」講習高２夏期「受験+多読」講習

多読に加え、大学入試対策を先取りして、早めに、精読・
文法・和訳・英訳の力を伸ばしたい方

多読は、個別指導なので、未経験者もOK
※レベルを迷われる方は、個別にご相談ください

高２Y（基礎～中級）高２ Z（中級～上級）

前期:  映像授業 90分×５回

（多読指導なし：好きな時間に視聴可能）

後期： 対面授業 200分×週１×５週

受験英語と多読指導の総合授業です 34

高２夏期「外国人+多読」講習高２夏期「外国人+多読」講習

多読に加え、Ａｌｌ Ｅｎｇｌｉｓｈの授業で精読・文法・Ｗｒｉｔｉｎｇ
力・Speaking力を伸ばしたい方

多読は、個別指導なので、未経験者もOK
※レベルを迷われる方は、個別にご相談ください

高２F（中級）,高２G（上級）

対面授業：２００分×週１×５週

35

入会試験のご案内入会試験のご案内

高１・高２

自宅受験：On Lineで受験

（申込 8/5まで：インターネット、パソコン必要）

SEGで受験：試験日 8/23（日)
（申込 8/21まで）

高１編入講座受講生は、最終日に授業内試験
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大学入学後にも役立つ方法で、
受験を乗り切りましょう！

ＳＥＧ英語多読クラスについては、
www.seg.co.jp/tadoku/
で最新情報をご覧になれます。

質問は、
tadoku@seg.co.jp へ

ご清聴ありがとうございました
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多読教室の見学もどうぞ！多読教室の見学もどうぞ！
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