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冬 期 1-2月期 〜 春期 〜 4-6月期 〜 夏期 〜 9-11月期 冬 期 ・ 直 前

数 学
・高２受験理系数学E/F/G ・受験理系数学コース

　各科目、大学別、分野別
　などの入試対策講座

・高２受験文系数学L/M ・受験文系数学コース

物 理
・受験物理速修コース（2019年１月から授業が始まります）

・直流回路F/G/H ・受験物理演習FGHコース

化 学
・受験化学速修コース（2019年１月から授業が始まります）

・有機化学講義Ⅰ FG/H ・受験化学演習FGHコース

英語多読
・基礎からの受験英語多読
・高２英語多読Y/Z
・高２英語多読F/G

・受験英語多読EFGHコース

・受験英語多読Tコース

★この他に、季節講習時には国語が開講されます。

学習状況や志望によって選択できるコースがあります。入試までの1年をSEGで

東京大学理科Ⅲ類進学
（開成卒）

佐口 武優 さん

新しいことを学ぶ意欲をかき立ててくれるＳＥＧ

　「楽しく学ぶ」というＳＥＧの考えに共感して入塾しました。実際
に授業を受けてみて、先生方は楽しみながら教えていらっしゃり、
生徒も楽しんで学んでいると強く感じました。どの先生も、担当す
る教科にご自身の理論を持っていると思いました。高度な理論を
再構成して、テキストの内容を包含する形で平易に理解できるよう
な授業をしてくださいました。実際、中１の数学Extremeの授業で
帰納法、複素数の積、フェルマーの小定理、オイラーの定理という
発展的な内容を教えていただいた時にも、中１段階ではやや難解
なこれらの項目を、理解しやすいように平易に解説していただき、
スムーズに頭に入ってきたことが今でも印象に残っています。
　ＳＥＧでは素朴な疑問を解決できるだけでなく、発展的な領域を
学ぶことができるため、自分のなかに新しい問いを見出し、それに
チャレンジするという学習意欲を高めることができる、素晴らしい
塾だと思います。

2018  合格者の声

●問題を読み取り、要所に着眼する、発想力。
●自分の答をゼロから作り上げる、論理力。
●その思考の過程を人に伝える、表現力。

受験まで、あと１年ほどとなりました。
SEGはこれから先の１年間、全力で、
みなさんが志望大学に合格するための授業を行います。
それでもあえて言いますが、その授業を受けて手に入るのは

「大学受験のためだけのもの」ではありません。

SEGではこれらの力を、大学受験にはもちろん、
その先の日々にも活かされるよう、
この１年で伸ばしていきます。

大学合格で終わらない、
SEGで手に入る「力」。
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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Web（http://www.seɡ.co.jp/）に掲載しています。

●判定問題で自己診断する　　　　　▶︎▶︎▶︎　 数学でご用意しています。

●入会試験参考資料で自己診断する　▶︎▶︎▶︎ 　理科のコース選択の判断材料としてご利用ください。
※判定問題、入会試験参考資料（10月下旬発行予定）は受付にご用意しています。※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。

＊高３受験コースは、高２の冬期（一部は１ー ２月期）より開講となります。　

高2

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

高3

通常授業
1ｰ2月期＊ 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 直前講習

週1回×7週 5日連続 週1回×12週 ５日連続×２ 週1回×12週 4日連続 4日連続

申　込
●受付開始：10/6（土）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。

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。

［トップページ］（http://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］

ＳＥＧ 
MyPage

●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。

受講科目・コース・レベルの選択
　冬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。

【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。
※ 12/30（日）～ 1/3（木）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（水）・1/4（金）…… 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

資格制

１年の流れ 冬期講習手続

１
年
の
流
れ・
冬
期
講
習
手
続

まずは冬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。１月からの通常授業は、原則として冬期
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。
　１月からの入会をご希望の方も、冬期講習の「指定講習」（もしくは「新規生専用講習」）を受講してください。冬期講習は
無試験で受講できます。
※受験物理速修コース、受験化学速修コースには冬期講習はありません。2019年１月から授業が始まります。

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ｰ6月期・９ｰ11月期・１ー ２月期の３期に分け、週１回通
う授業です。

数学・英語多読（受験英語多読Tコー
スを除く）・物理・化学は期ごとにクラ
ス分け試験（入会試験）を行います。

選抜制

入会試験（クラス分け試験）　
●１月からの通常授業の講座は、受験英語多読Ｔコースを除き選抜制ですので、入会時に入会試験（クラス分け試験）の

受験が必要です。受験する際の参考として「入会試験参考資料」（10月下旬発行予定）をご用意しています。受付までお
問い合わせください。

●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 １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・物理・化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。

指定講習だけではなく、さらに新しい
分野や奥深い内容に積極的にチャレ
ンジしたい生徒のための講座です。

特別講習
ゼミナール

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 １月入会手続については、29 ページをご覧ください。

【振込先・口座名】　
ゆうちょ銀行  00120-4-712330 
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。

受験英語多読Tコースは資格制です。
受講資格はWebをご覧ください。
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　難関大学の数学の試験で差をつけるには、予想したり、推論したりする発想力・論理力が必要です。さらに、自
分の考えたことを他人に伝える表現力も必要です。ＳＥＧのカリキュラムで学んで、これらの力を身につければ、
大学受験の数学で、大きなアドバンテージを得ることができるでしょう。

2019年１月10日（木）開講　〈週１回 ３時間30分〉
開講曜日については、30ページをご覧ください。１-２月期

●Mクラス
東大・一橋大などの志望者で、数学が得意な方を対象とします。標準レベルの問題だけでなく、東大入試のやや難～
難レベルの問題も積極的に扱い、思考力を磨いていきます。「文系だが数学で得点を稼ぎたい！」という方は、Ｍクラ
スで力を伸ばしましょう。

●Lクラス
東大・一橋大などの志望者で、数学が得意でない・やや苦手な方を対象とします。文系入試はやさしい問題が出題さ
れることが多く、それゆえに標準レベルの問題を確実に解く力が必要です。Ｌクラスでは、数学の基礎部分の確認を
しっかり行い、標準レベルの問題を中心に演習していきます。

受験文系数学コース

２次試験・私大入試に数Ⅲを含まない、文系受験者のためのコースです。試験結果によって、M/Lにクラ
ス分けします。

受験理系数学コース

２次試験・私大入試に数Ⅲを含む、理工系・医歯（薬）系受験者のためのコースです。１ー２月期は試験結果に
よって、Ｇ/Ｆ/Ｅにクラス分けします。４月からは下記（Ｈ/Ｇ/Ｆ）のクラス編成となります。

●Hクラス
数学がかなり得意な方を対象に超ハイレベルな授業を行います。東大入試のやや難～難レベルの問題を積極的に扱
い、思考回路をさらに磨いていきます。「標準問題の演習もきちんと行いたい」「志望校の数学の難易度がそこまで高く
ない（千葉大医、筑波大医など）」という方は、Gクラスが適切です。

●Gクラス
既に標準的な入試問題については時間をかければ解ける、という方を対象に、ハイレベルな授業を行います。夏期講
習までに東大・東工大・難関医学部レベルの入試問題を解く力をつけます。

●Fクラス
高校数学全範囲の既習者を対象に、高校数学の重要事項および標準的な入試問題を解くための思考法を講義しま
す。夏期講習までに標準～やや難の入試問題を解く力をつけることを目指します。

●理系数学テスト演習（全６回）資格制  理系数学コース（Fクラス）との併行受講が必須
高２の１ー２月期の理系数学コースの授業では、受験に直結した数学の知識や技法を学んでいきます。話題は週ごと
に変わるので、その週に学んだことはその週のうちに消化して身につける必要があります。それとともに、過去に学ん
だことを忘れてしまわないように定期的に復習する必要もあります。
そこで、この「理系数学テスト演習」クラスでは、理系数学クラスの前週の内容に合わせたテスト演習と、以前に習った内容
からのテスト演習を毎週行い、知識や技法を確実に身につけるためのチェックおよびサポートをします。

●数Ⅲ微積分講義Ⅰ（全５回）無選抜制  
数Ⅲ微積分は理系学部・医学部の入試で必須であるだけではありません。物理・化学の諸法則は、大学以降では全て微
積分で記述されるのですから、その意味でも数Ⅲ微積分は生命線といえます。この講座では、計算技術や定石はもちろ
ん、微小量解析とその総合という微積分の発想そのものについて詳しく講義し、表面的でない真の微積分を学びます。
４月からの受験理系数学コースは、数Ⅲ微積分既習であることを前提に授業を行います。未習の方はこの講座と、春
期講習で開講される「数Ⅲ微積分講義Ⅱ」を必ず受講してください。

　冬期からは大学受験に向けた本格的な授業が始まります。冬期から２月までは入試数学で必要となる基本原
理を習得することを目標とし、入試で数Ⅲまでを含む理系・医系のためのコース（受験理系数学コース）と、数Ⅲ
を含まない文系向けのコース（受験文系数学コース）に分かれます。高３の４月からは、入試問題演習を行ってい
きます。そして９月以降は各コースとも、入試本番を意識したテストゼミで実戦力を鍛えます。

志望に合わせたコース編成

　数学論理克服講座α/βでは、受験数学に必要不可欠である論理を学びます。「同値変形」「任意と存在」「必要と
十分」といった論理の基礎を扱います。また、「存在条件」の学習により、１月以降の授業で扱う「２変数関数の値域」
「点の軌跡」「曲線の通過領域」の理解をスムーズにします。

＊受講クラスを迷われる方向けに、「判定問題」を用意しています。受付までお問い合わせください。

受験数学のスタートはこの２講座で！

未習項目をなくそう！

COURSE

p.17＋
理系 高２受験理系数学E/F/G  確率・数列

文系 高２受験文系数学L/M　整数
数学論理克服講座α/β

　1ー2月期開講。上記をご参照ください。

p.18

数Ⅲ微積分講義Ⅰ

複素数と図形 ２次曲線 ２日間

数 学数 学

「数学」で差をつける！
発想力·論理力·表現力
「数学」で差をつける！
発想力·論理力·表現力

冬期講習受講ガイド　

数 

学

冬期スタート!

冬期スタート!
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受験までのステップアップ

1-2月期

春 期

冬 期

4-6月期

夏 期

９-11月期

冬 期
・

直 前

入試に向けて最後の調整
冬期講習では、やや難しい入試問題を中心に、必要項目の総点検と記述力のさらなる向上を
図ります。センター試験後の直前講習では、テストゼミによる最後の仕上げを行います。

大学入試に必要な技術の習得
高２の冬期から、大学入試に照準をあわせた授業がスタートします。冬期～春期は、解法の背
景となる理論や、解法発見のキーポイントに焦点を当てた授業を行います。参考書にあまり詳し
く書かれていない、入試に頻出のテクニックや考え方も扱います。

冬期～春期では、テキスト（青本）を使用して授業が行われます。今までに勉強した要素を
組み合わせ、実際に運用する方法を学ぶ、非常に重要な時期です。ここで気を引き締めて、
今までサボっていた（!?）復習をきちんと始める方もいます。

▶１-２月期〜春期
新出事項もありますので、予習はできる部分だけ行い、その分復習に力を入れてください。類題演習にはテキスト付
属の補充問題を活用しましょう。

▶４-６月期〜夏期
予習にも時間をかけてください。予習で解けなかったり、あるいは解けたとしても授業の方針と異なる場合などが、まさ
に参考になるからです。また、この時期に苦手分野を洗い出し、克服することも重要です。

▶９-11月期〜冬期・直前
９-11月期はテストゼミですので予習の必要はなくなります。テストでできなかった部分を中心に復習を行いましょう。

◆ 解法発見のための考え方を伝える授業
　ＳＥＧでは、単に解法の説明にとどまらず、

「解法の理論の背景」
「解法発見のキーポイント」

の説明を重視します。
　なぜなら解法の仕組みを正しく理解していれば、「その解法がどういう問題に対して有効なのか」が
自分なりに判断できるようになるからです。また、問題を見たときにどのように解法の糸口をつかむの
かを知れば、新たな問題に出会ったときも分析する手がかりを得ることができます。

◆ 予習をすることでより効果的に
　ＳＥＧの授業を活かすためには、必ず、テキストの問題を予習してきてください。途中までしか分から
なかった問題、まったく手のつかなかった問題などがあってもかまいません。要は、今の自分にできるこ
と、できないことを浮き彫りにすることが肝心です。そのうえで授業を受けてみましょう。単に解法が分
かるというだけでなく、どのようにしてその解法に辿り着くのか？ 糸口の見つけ方は？ といった、実際
に問題を解く時の手がかりになるアイデアが得られるはずです。また、自力で解けた場合でも、解き方
が遠回りになっていないかどうかを、授業と比べてチェックしましょう。この積み重ねにより、自然に、新
たな問題を解く際の発想力を培うことができるのです。

入試の典型問題を分野別に演習
４-６月期は、入試の典型問題を分野別に取り上げて、問題演習および解説を行います。
予習は必須です。難問へのアプローチの仕方なども学びます。

４-６月期は、とにかくテキスト（クリーム本）の予習・復習に力を入れる方が理系・文系問
わず圧倒的に多いです！

入試問題演習でレベルアップ
４-６月期に引き続き、近年の入試問題を取り上げて問題演習および解説を行います。６月
までに学習した内容をフル活用して、難問をいくつかの基本問題に帰着させて解く方法な
ども学びます。

青本・クリーム本の復習を重視する方、特にクリーム本は何周も解いたという方が多いで
す。しかし、夏期講習の内容の予習をするだけで他のことをする余裕は無かった、という方
も多数。他の科目とうまくバランスをとって勉強をしなければならない時期です。

テストゼミで実戦演習
９-11月期は「テスト演習＋解説」形式の授業で記述式の答案を作成する練習を積みます。
分かっていたつもりでも、実際に答案を書いてみると全然できていなかった、ということはよ
くあります。答の数値が合っていても、論理的におかしな記述だと、「評価されない」「点数
は0」の場合もあります。そのようなことを身をもって経験する時期です。毎回の答案は添削
をして翌週返却します。12回のテストを通じて、入試を突破するために必要な実戦力を身に
つけましょう。

テストゼミの復習はもちろんのこと、併行してクリーム本の復習も行っていた方が多いよう
です。また、センター試験のこともそろそろ考え始めなければいけない時期です。特に医系
志望の方は、センターを甘く見てはいけません。いつからどのような対策を立てるのか、早
めに見通しを立てておきましょう。

 FLOW

数 学数 学

数 

学

ここが
OINT!

FLOW予習・復習
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点から体系へ拡がる理科の視界を！点から体系へ拡がる理科の視界を！
◆ 事項の大量記憶ではなく思考による運用に集中
　理科の入試問題は似たパターンが多く、パターンを覚えてしまえば対応できるとして授業する学校・塾
もあるようです。しかし、見た目の違う問題を頭の中にある問題とマッチさせるのは「思考」です。覚えてし
まえばよいという勉強をしても、覚えていることを運用する思考力がなければ意味がありません。それに
覚えていることが多くなりすぎると「どれを運用するのか？」の判断に迷うと思いませんか？ ＳＥＧの理科
では覚える量を極力絞り込み、覚えていることの運用をできるだけ多様にするような授業を行います。テキ
ストの基本問題も応用問題も「絞り込んだ知識を多様に運用する」練習ができる問題を載せています。

◆ 受験勉強だからつまらない！ は大きな間違い
　受験勉強であったとしても「理科の勉強」ではあるのですから、そこには知的好奇心をくすぐる内容が
横たわっています。単に問題のよい解き方を教えるだけでなく、可能ならば出題の背景まで踏み込んで
解説するという姿勢が、受験勉強を「点取りゲームではない面白い勉強」に変えてくれます。面白い勉強
であれば効率よく取り組むこともできるようになるでしょう。受験範囲に内容を限定する必要もありませ
ん。たまには高校範囲を逸脱してもよいではないですか。それに入試問題の出題者は大学の先生なので
すから。授業は知的であること！ をＳＥＧでは大切にします。

◆ 問題の解けない本当の理由を考えよう
　「この問題が分かりません」「ああ、これはこう解くと簡単だよ」「ありがとうございます」……ありがちな質問とそ
の応答です。でもこの会話では学力は伸びないのです。解き方を教えるだけなら優秀な参考書があればそれです
むでしょう。なぜ分からないのか？　基礎力の不足？　運用の練習不足？　などなど、まずはそこから吟味すること
が大切です。ＳＥＧの講師は本人が抱えている問題を自分自身で解決できるようになるよう、手助けをします。

　ＳＥＧでは「基本原理からの考え方」を構築することに重点を置いた授業を展開しています。あらゆる自然現象を
「自分で説明・予測できる」力を身につけることで、大学入試問題もごく当たり前の作業で解けるようになります。

速修コース

高２の１-２月期から高３の９-11月期までの約１年間で、大学入試に必要な全ての項目を一から講義します。「学校
で履修はしてきたが、よく分からなかったのでもう一度最初から勉強し直したい」「今まで学習してきたことも含めて
大学入試に向けて体系的に整理し直したい」と思っている方にも「速修コース」をお勧めします。

演習コース

高２の間に基礎固めを完了し、高３からは大学入試問題を用いた問題演習を行います。一通りの基礎学習が修了
した方を対象に「未知の問題に対し、基本原理や基本的な考え方をどのように適用するのか」という実戦面をト
レーニングし、大学入試に対応する力をつけていきます。

　理科の勉強を「高３になってから始めれば良い！」と思っていると、手遅れになってしまいます。高２の１月から
スタートするのが「最初から全て学べる」最後のチャンスです（速修コース）。ＳＥＧでは物理・化学の大学受験
コースとして「速修コース」「演習コース」の２コースを用意しています。

大学受験コースは２種類！ 自分の状況と目的で選べます！

計画的に進む授業で万全の受験対策
　ＳＥＧの理科のカリキュラムは「速修コース」「演習コース」どちらのコースでも入試に間に合うように計画的
に進みます。また、講習期には弱点補強・大学別対策など多様な講座を用意していますので、自分用にアレンジし
ながら受講することもできます。

2019年１月10日（木）開講　〈週１回 ３時間30分〉
開講曜日については、30ページをご覧ください。１-２月期

①自己診断問題を解いてみる
「入会試験参考資料」冊子（10月下旬発行予定）に、自己診断用の判定問題を掲載しています。受付にご請求ください。

②クラス分け試験・入会試験を受ける
クラス分け試験は複数回受けることができますので、気軽に受けてみてください（詳細は「試験要項」（10月下旬公開
予定）をご覧ください）。

③冬期講習を受ける
冬期講習は全て読みきり型です。ＳＥＧの授業を体験したり、ご自分の状況を確認するのにお勧めです。
※受験物理速修コース、受験化学速修コースには冬期講習はありません。2019年１月から授業が始まります。

◦１月からのコース選択に迷われる場合は、以下のいずれかの方法で診断することができます。

理 科理 科

COURSE

ここが
OINT!

理 

科



11 12

受験物理速修コース

学習に必要なすべての項目について基本法則からその背景に至るまで解説しますので、初学者でも安心して
受講できます。一度勉強して知識はある方でも、基本法則の由来や背景まで踏み込んだ話は未知の世界だと
思います。本格的に学習するということはこれほど奥が深いのかと実感できると思います。基本法則の根幹
部分を時間をかけて丁寧に学習し、学問としての筋を把握していくと、入試問題では出題者の発想が透けて
見えてきます。知らない方には必殺技に見えるかもしれません。大切なことは、自分の頭でしっかりと考えてい
くことだけです。

受験物理演習FGHコース

高２物理FGHコースに在籍している方、または「力学」「熱力学」「電場・磁場」の基礎学習が修了している
方を対象に、問題演習を通して基本原理や基本的な考え方を再確認・確立し、問題を解く力を伸ばすことを
目指します。高３の春期までで各分野の基礎学習を修了し＊、４月以降は問題演習を行います。夏期講習ま
では分野別に演習をしていきますので、もう一度体系的な学習ができます。基礎の理解も重要ですが、大学入
試を突破するためには充分な演習を通してセンスと実戦力を養っていくことがさらに必要です。９-11月期の
授業では、それまでの学習の総まとめとなるテストゼミ（テスト＋解説＋答案添削）を行います。入試本番さな
がらの問題演習を通じて、自身の実戦力を高めていきましょう。

＊FGクラスでは原子分野は高3夏期で学習します。

　　

CURRICULUM

夏 期 9-11月期 冬 期 ・ 直 前

電気回路
直流回路の基本法則の解説をし、
コンデンサーも含めた電気回路の
応用問題の演習を行います。

磁場
磁場の理解に向けて、静磁場お
よび電磁誘導についての基本
法則を解説し、問題演習を通して
電場・磁場の考え方を定着させま
す。

交流・熱力学・原子
振動回路とその相互作用を
もって電磁気を完成。続く熱
力学では、理想気体を中心
に、基本法則の解説と問題
演習。原子では、前期量子
論と核反応を通じて、全分野
を総合的に総括します。

大学別講座・テストゼミ
など実戦演習
大学別講座・テストゼミな
ど、いろいろな講座から、志
望校・自分の状況に応じて
選択してください。

電場·電気回路演習
電磁気分野のうち、荷電粒子の運
動（磁場中の運動も含む）、静電場
の理論、電気回路に関する実戦的
な問題演習を行います。

磁場·光波演習
磁気的な現象、光波の現象に関
する実戦的な問題演習を行いま
す。古典物理学の各分野につい
ての体系的な学習が完了します。

テストゼミ
高校物理の全範囲の講
義・演習を修了した方を対
象に、入試問題を用いた実
戦演習を行います。

電磁気実戦演習
電磁気学（荷電粒子の運動を除
く）の全体像、および電磁気学の
問題を解くための基本法則の運
用方法を再確認します。いくつか
の明快な基本原理からスタートし
て問題が自動的に解かれていく過
程を学びます。

原子
原子と原子核についての基本講
義および演習を行います。あわせ
て、基本粒子の性質・発見や加
速器のしくみなどのトピックにつ
いての演習も行います。力学・波
動・電磁気学のよい演習にもなり
ます。

予習・復習ともに、程度の差こそあれ「する」のは当然です。すでに一通りの知識を持っている既習分野であれば、
テキストの問題を全問解いて自分独自の解答を作って授業に臨むのがよいでしょう。未習分野ならば、せめて教
科書などに目を通すことくらいしましょう。既習・未習を問わず「授業への準備」をすることが予習です。また、復
習においては、自分の側に改善の余地がある内容を含む問題は、後日改めて何も見ないで検討し直すとよいで
しょう。自分の演習量に不足を感じるならば、テキスト巻末にある独習チャレンジ問題も検討してみてください。
妥協せずに独自で検討することが復習。安心（完璧）を求めるならば、終わりがないのが復習です。

FLOW予習・復習

高３の４月からの授業では問題解説に重点を置いて授業が行われますので、予習が大切です。授業前にまずは問
題を自分なりに考え「自分の弱点はなにか？」を発見しておき、授業中にその弱点を克服する姿勢で受講しましょ
う。授業後に復習する際には、授業内容を「自分で再現」できるか否かの確認をしてください。もちろん授業を丸
覚えする必要はなく、「これに気づけばあとはその場で再現できる」というポイントが自分の頭の中から出てくるよ
うにすることが重要です。

FLOW予習・復習

冬 期 春 期1-2月期 4-6月期

物
理
速
修

力学
運動方程式から始め、仕
事と力学的エネルギー、力
積と運動量という基本的
な手法を解説し、問題演
習を通して考え方を定着さ
せます。

力学
単振動、円運動、万有引
力、相互作用する２物体
の運動など、少し複雑な運
動を題材として、基本的な
手法の応用発展演習を行
います。
＊春期から学習を始める方向けに、

1ー2月期のダイジェスト講座も開
講します。

波動・静電場
振動の連鎖を軸に波動現象
全体の解説と問題演習。続く
静電場では、電場の理解に向
けて、電位、ガウスの法則を導
入し、これらを駆使して、コンデ
ンサーに関する応用問題の演
習をします。

物
理
演
習

Ｈ
直流回路
電気回路の基本法則に
基づき、磁場の関係しない
電気回路である抵抗およ
びコンデンサーからなる回
路の仕組みと解法を学び
ます。

交流回路·光波
前半は、電磁誘導の復習
から始めて、交流回路の
理論、電磁波の発生につ
いて学びます。後半は、電
磁波の一種である光波の
現象を学びます。

原子
粒 子と波 動の二 重 性 、
ボーア理論、原子核の理
論について学びます。これ
で、高校物理の学習が一
通り完成します。

力学・熱力学・弾性波動
実戦演習
力学的な現象に関する、体系
的に配列した問題の実戦演習
を行います。各分野の理論の
理解を深めることが目標です。

Ｆ
Ｇ

交流回路·振動と波動
前半では磁場（電磁誘導）
の関係する電気回路であ
る交流回路の基本理論を
学びます。後半では力学
的波動（特に音波）の基
本理論を、主に正弦波を
扱いながら学びます。

光波
1ー2月期に学んだ力学的
波動の基本理論を援用し
て、電磁波の一種である
光に起きる現象を解明し、
光波の入試問題の解法を
確立します。

力学·熱力学·波動実戦演習
力学（荷電粒子の運動を含む）
で扱うあらゆる運動を見渡す演
習を行い、熱力学および波動
の全体像も再確認します。これ
まで学んだ基本法則をどのよう
に展開し問題を解決するのか
を学びます。

受験までの流れ

1月スタート! 冬期スタート!

理 科 物 理理 科 物 理

冬期講習　直流回路F/G/H　p.19

理 

科
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夏 期 9-11月期 冬 期 ・ 直 前

無機化学講義Ⅰ
典型元素・非金属元素および
化合物の性質を通じて理論化
学全項目について復習します。

無機化学講義Ⅱ
遷移金属元素および両性金
属元素の性質を通じて化学理
論を掘り下げます（共通イオン
効果・錯イオンの構造と平衡を
含む）。

有機化学講義・演習
有機化学全項目について基礎
から発展まで講義・演習します。

大学別講座・テストゼミなど
実戦演習
大学別講座・テストゼミなど、
いろいろな講座から、志望
校・自分の状況に応じて選択
してください。

有機化学総合演習
高校範囲の少し外から有機化
学を見る力を入試問題演習を
通して身につけます。高校範囲
を少し超えることにより全事項
の関連がよく見渡せるようにな  
　ります。

無機理論融合演習
無機分野と理論分野の融合
問題を扱います。無機化学は、
入試問題の多くで平衡などの
理論分野と関係づけて出題さ
れるので、その対策となります。

テストゼミ
高校化学の全範囲の講義・演
習を修了した方を対象に、入試
問題を用いた実戦演習を行い
ます。

受験化学速修コース

化学では、物質や物性（物質の性質）など知識的に覚えなくてはいけない項目が少なからずあります。しかし
闇雲に覚えることは意味がありません。知識と知識の間を結びつけるような理論化が必要ですし、ときに出
題される未知の物質や現象・反応式に対応するような理論を身につけておく必要もあります。
覚えることと考えることをはっきりとさせる。そのような学力を身につけてもらいたいと考えて、ＳＥＧ化学速
修コースでは基礎から発展までを体系的に講義します。体系を頭に入れることは、知ることだけではなく頭の
中の知識を整理し有効に利用するためのものです。自分の頭でしっかり考え、化学が単なる記憶科目ではな
く思考科目だと納得できる講義を行います。

受験化学演習FGHコース

理論化学・無機化学の基礎学習が修了した方を対象に、問題演習を通じて基本原理・基本的な考え方を再
確認・確立し、問題を解く力を伸ばすことを目指します。単に問題の解き方を解説するのではなく、問題の背
景にある、物性と化学理論の結びつきや関係、抽象的な化学理論・法則の実践的利用を紹介し、未知の問
題に対してどのように基本原理・基本的な考え方を用いて立ち向かうのか、という実戦面をトレーニングしま
す。高２の冬期講習から１-２月期までの11回の授業で有機化学分野の基礎学習を修了し、高３の春期講習
から夏期講習までに化学全範囲（理論化学·無機化学·有機化学）の問題演習を行います。９-11月期の12回
の授業では、それまでの学習の総まとめとなるテストゼミ（テスト＋解説＋答案添削）を行います。入試本番
さながらの問題演習を通じて、自身の実戦力を高めていきましょう。

1月スタート! 冬期スタート!

冬期講習　有機化学講義Ⅰ FG/H　p.19

冬 期 春 期1-2月期 4-6月期

化
学
速
修

理論化学講義
原子構造（イオン化エネル
ギー・電子親和力）・化学結
合（分子間力・水素結合）・
物質の状態と状態変化につ
いて基礎から発展まで講義
します。

理論化学講義
熱化学・化学反応速度・化
学平衡の理論化学最頻出
項目について基礎から発展
まで講義します。
＊春期から学習を始める方向けに、

１-２月期のダイジェスト講座も
開講します。

理論化学講義
希薄溶液の性質・酸塩基理
論・電離平衡・酸化還元反
応・電池・電気分解など、春
期までに学んだ理論を具体
化します。

化
学
演
習
Ｆ
Ｇ
Ｈ

有機化学講義Ⅰ
有機化学全範囲の基礎から
の講義を行い、１-２月期の
授業と併せて完成させます。

有機化学講義Ⅱ
有機化合物の反応と性質・
分析・合成について講義を
行い、有機化学分野を完成
させます。

理論化学基礎演習
理論化学の定量的項目全
体の基礎理論について、まと
めの講義と問題演習を行い
ます。

理論化学入試演習
理論化学の定量的項目全
体について、集中的に演習を
行います。これらの計算問題
をどのように解くかをこの時点
で身につけてもらいます。

化学では、知識を体系化した後に定着を図る必要があります。まとめて時間が取れなくても、５分・10分と空き
時間を見つけては講義ノートに目を通し授業内容に触れてみたり考えてみたりする復習もお勧めします。そのよ
うな復習も可能なように講義を行っています。１週間以上の間を空けてしまうと身についた体系が消えてしまっ
たりすることもありますので、毎週こまめに復習してください。「テキストの演習問題」は講義進度に応じて自習
できるようにしてありますが、化学的内容が高度な問題は宿題にして授業内でも解説の時間をとります。また、
演習問題に対してセンスのよい質問があれば授業に組み込みます。予習は来週の講義がどこまで進むかというア
ウトラインを把握する程度でかまいません（宿題として予習が課された時はしっかり行ってください）。復習に重
点を置いてください。

FLOW予習・復習・演習

春期講習からの授業では問題解説に重点を置いて授業が行われますので、予習が大切です。授業を聞く前にま
ずは問題を自分なりに考え「自分の弱点は何か？」を発見しておき、授業中にその弱点を克服する姿勢で受講しま
しょう。また復習する時には、授業内容を「自分で再現」できるか否かの確認をしてください。もちろん授業を丸
覚えする必要はなく「これに気づけばあとはその場で再現できる」というポイントが、自分の頭の中からでてくるよ
うにすることが重要です。

FLOW予習・復習

CURRICULUM 受験までの流れ

※ 化学全範囲の基礎学習が修了した方を対象に、高２の冬期講習から高３の６月までに化学全範囲の問題演習を行うコース
（受験化学演習YZコース）も用意しています。詳しくは受付へお問い合わせください。

理 科 化 学理 科 化 学

理 

科
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多読で速読力を伸ばしながら、
精読力を鍛えよう！
多読で速読力を伸ばしながら、
精読力を鍛えよう！

高2英語多読F/G

　近年の入試英語の特徴は、問題文の語数が増えていることです。2018年度の医科歯科大の本文は1657語、
東工大は2312語です。これらを、いちいち日本語に訳しながら理解していると問題を解く時間が足りなくなってし
まいます。受験英語多読コースでは、多読・多聴によって速読力・Listening力を向上させながら、同時に、精読
力・和訳力・文法力を、講義や問題演習を通じて伸ばし、得点力を高めていきます。

　１月からは、「受験英語多読EFGHコース」「受験英語多読Tコース」があります。

コース編成は２種類

2019年１月10日（木）開講　〈週１回 ３時間20分〉
開講曜日については、30ページをご覧ください。１-２月期

COURSE

受験英語多読EFGHコース　
１月からはH/G/F/Eにクラス分けし、授業はすべて日本人講師が担当します。全クラスとも、入試の文法・語
彙・精読・作文・長文・Listeninɡに備える演習中心の授業です。予習・復習が必須です。どのクラスも、９-11
月期の最後まで、授業内の多読指導を毎週50～60分程度続けます。

１-２月期〜夏期 ９-11月期〜冬期

文法・語法・語彙
長文・和訳・英作文

Listeninɡ・授業内多読指導

テスト演習
＋

授業内多読指導

標準〜難の英文で演習
東大、一橋、国公立医、
早慶、上智、ICU対応

H/G

文法・語法・語彙
長文・和訳・英作文

Listeninɡ・授業内多読指導

テスト演習
+

授業内多読指導

易〜標準の英文で演習
国公立・私大（理・医・文）
対応

F/E

1月スタート!

冬期講習のおすすめ講座１月からの希望コース ＳＥＧでの英語多読学習経験

受験英語多読
EFGHコース

受験英語多読
Tコース

高2英語多読Y/Z

基礎からの受験英語多読

あ り

な し

受験英語多読Tコース 資格制  　
AO入試・推薦入試・海外留学のため、TOEFL（iBT）で高得点を取得する必要がある方を対象としたクラスで
す。読む・聴く・書く・話すの４技能を、日本人講師による多読指導とネイティブ講師による会話・読解演習・
Writinɡ演習で伸ばします。

１-２月期〜夏期 ９-11月期〜冬期

４技能をネイティブ講師が指導
語彙・Listeninɡ・多読を日本人講師が指導

TOEFL Score 80点以上の方
を対象に、TOEFL 100点以上
を目指すクラス

T♯

４技能をネイティブ講師が指導
語彙・Listeninɡ・多読を日本人講師が指導

TOEFL Score 60点以上の方
を対象に、TOEFL 80点以上を
目指すクラス

T

※Ｔコースは資格制です。受講認定基準はWeb（http://www.seg.co.jp/tadoku/2019/tadoku-t.htm）でご確認くだ
さい。

1月スタート!

◆ 多読で速読力を養い、演習を通じて入試実戦力を養う
　大学入試の英語で必要な力は、
　　①1000語以上の長文にたじろがない速読力…分速150語以上で正確に読む力
　　②確実なListening力…日本語に訳さず、理解できないとダメ
　　③柔軟な英作文力…英語的作文力＋構想力
　　④論説文の論理的な読解力…論理の流れ＋省略された語を補充する力
　　⑤語彙力…書くための1000語、読むための4000語
の５つです。
　多くの塾・予備校では④⑤を重視して教えていますが、SEGでは、④⑤のみならず、①～③の力も同
時に伸ばしてもらいます。大学に入ってから役に立つ英語力は、むしろ①～③であり、近年の入試でもま
すます①～③の比重が増えてきているからです。年間30万語以上の多読で、速読力・Listening力を伸
ばしていきましょう。

英語多読英語多読

冬期講習受講ガイド　

英
語
多
読

ここが
OINT!
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a, b, xを実数とする。
（1）xの不等式 ax+b>0を解け。
（2）適当なxに対し、ax+b>0となるための条件を求めよ。
（3）任意のaに対し、適当なxをとればax+b>0となるための条件
　　 を求めよ。

α,β選択の目安
（1）（2）（3）がすべて分かる、とい
う方はβを、そうでないという方は
αを選択しましょう。

サンプル
問題

●単元別講座 <高１〜高２対象>　180分×４日間　※数列のみ５日間

　未習分野を補う講座……   　　　　　　　　　

　 数Ⅰ・数Aの演習講座…… 

　＊詳しい講座案内は、「中１・２・３・高１ １月入会・冬期講習パンフレット」をご覧ください。

この他に、   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　があります。 21ページをご覧ください。

数列平面ベクトル

JMO 一次予選対策演習 実数論入門 線形代数続論

数Ⅰ・数 Aトレーニング 数Ⅰ・数 A 応用演習

◆ 理系も！ 文系も！ ◆ 自分の状況に合わせて！

◆ 理系は！

◆ 文系は！

冬期講習 数学

受講生の声

● 今まで論理はないがしろにしても大丈夫かなと思ってい
た自分がいましたが、重要なものなのだなと再認識しま
した。分かりやすかったです！ 
 「数学論理克服講座α」受講（雙葉）

● 学校の授業ではあまり詳しく扱ってこなかった数学の
論理が詳しく解説されるので、今まで数学で習ってき
た証明などの考え方を、よりしっかりと定義し直すこと
ができたのでとても良かった。 
 「数学論理克服講座β」受講（私）早稲田）

● 数列と確率の一貫性が美しかった。早くものにして使
いこなせるようになりたい。 
 「高２受験理系数学G」受講（海城）

● 具体的な演習だけでなく、そもそもの性質についての
検証に重点が置かれていたのは面白いと思いました。 
 「高２受験文系数学M」受講（開成）

受講生の声

● まったく未習だった複素数平面の分野にすんなりと入る
ことができた。受講して良かった。 
 「複素数と図形」受講（私）本郷）

● さまざまな式がどう成り立つのかを学べて良かった。 
 「2 次曲線 2 日間」受講（私）富士見）

● 一問一問が重くて結構難しかったですが、たくさん頭
を使えて楽しかったです。バウムクーヘンスライス、ずっ
と楽しみにしていたので、習得できて良かったです。 
 「数Ⅲ積分の探求」受講（光塩女子）

高２受験文系数学L/M 整数

高２受験理系数学E/F/G 確率・数列

数学論理克服講座α/β 複素数と図形

２次曲線 ２日間

数Ⅲ積分の探求

高２文系数学ＬＭ  指定講習
L  基礎  M 上級　180分×４日間

高２数学ＥＦＧ/ＲＳ  指定講習
E  基礎  F  中級  G  上級　180分×４日間

高２数学　特別講習
α 基礎〜中級  β 上級　180分×４日間

高２数学　特別講習
180分×４日間

高２数学　特別講習
180分×2日間

高２数学　特別講習
180分×2日間

●受験数学新規入会希望者または９-11月期高２数学在籍者で、文系志望の方のための講座です。

いよいよ本格的な「受験のための文系数学」が始まります。その手始めとして冬期講習では、整数に関する基本的道具を整理
し、本格的な受験数学の学習に備えます（素因数分解、互除法、合同式など）。 数学論理克服講座α/β  と合わせて受講する
ことで、これからの受験勉強に必須の「論理的思考回路」を完成させましょう。Lでは基本事項の学習を中心に、Mではプラス
αの発展的な話題も取り上げます。

●受験数学新規入会希望者または９-11月期高２数学在籍者で、理系志望の方のための講座です。

受験数学のスタートとして、確率・数列を扱います。これらの分野は入試で頻出であるだけでなく、基本公式を使うだけの
パターン問題から少しひねられると、途端に問題が解けなくなるという方が多いので、根本的な考え方をきちんと学んでお
く必要があります。必要に応じて基本事項を復習しつつ、問題を解くのにどのような方針が考えられるのか、あるいは問題
のどこに着目して方針を立てればよいのかといった発想法を学びます。

この講座では、論理の必須項目を講義し、また演習を通じて、受験数学を攻略するために必要な論理的思考法を教授します（命
題と条件、任意と存在、「ならば」と同値変形、背理法、対偶、必要性と十分性など）。論理は、それ自身が試験で出題されるだけ
でなく、論証問題、値域・軌跡問題などの数学の多くの分野で必要となります。この講座で「論理的なものの見方・考え方」をしっ
かりマスターし、本格的な受験勉強に備えましょう。文系・理系は問いません。

Eulerの公式 eix= cos x + isin x など、高校数学のさまざまな内容は複素数の世界を通じて結びついています。この講座
では、複素数平面の定義、積の図形的意味から始め、平面幾何への応用、代数学の基本定理などを講義します。a+bi 
を単に「方程式の解としての数」と捉えるだけでなく、「平面上の点・ベクトル」との対応を通じて理解することにより、
複素数の世界の奥深さを知ることができるでしょう。

前提知識  平面ベクトル、多項式の割算、因数定理

注意：高２夏期 複素数と図形 E/F/G  と内容が重複します。

xy 平面上で２定点からの距離の和が一定となる点の軌跡を楕円､２定点からの距離の差が一定となる点の軌跡を双曲
線といいます｡また定直線と定点から等距離である点の軌跡を放物線といいます｡これらは x, y の２次式で表すことが
でき､２次曲線と呼ばれます｡この講座では２次曲線のエッセンスを２日間で講義し、幾何的意味や軌跡への応用につ
いて学びます。

注意：高２夏期 ２次曲線 E/F  ２次曲線と空間図形 G と内容が重複します。

数Ⅲの積分までを一通り学んだ方を対象に、弧長や、座標軸に垂直に切るのとは異なる手法による面積・体積の計算
（扇形近似など）を扱います。積分は微小量を無限に足し合わせたものであるということを、この講座で改めて体感して
ください。

前提知識  数Ⅲ微積分全般

※冬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。
※冬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。

冬
期
講
習

冬期講習 数学
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◆ 化学演習コース

◆ 物理演習コース
　多読は今から始めても、入試までの１年間で長文読解の速度向上・理解度向上に大きな効果があります。この冬期講習か
ら、早速多読を始め、1月～３月で英文の読解速度を一回り上げていきましょう。多読だけでなく、多聴もすることで、リスニング
能力もどんどん上がっていきます。冬期講習は、全講習新規生受講可能ですが、 基礎からの受験英語多読  が新規生には特
にお勧めです。

◆ これから多読の学習をはじめる方へ

※冬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。 ※冬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。

無機理論融合演習 Y/Z 高２英語多読F/G

高２英語多読Y/Z

基礎からの受験英語多読

直流回路F/G/H

有機化学講義Ⅰ FG/H

高２化学ＹＺ  指定講習
Y  基礎  Z  上級　180分×４日間

高２英語多読 FG  指定講習
F  中級  G  上級　200分×４日間

高２英語多読ＹＺ  指定講習
Y  基礎〜中級   Z  中級〜上 級  200分×４日間

高２英語多読  新規生専用講習
200分×４日間

高２物理ＦＧＨ  指定講習
F  基礎  G  中級  H  上級　180分×４日間

高２化学FGH  指定講習
FG  中級  H  上級　180分×４日間

●９-11月期高２化学ＹＺコース在籍者のための講座です。

無機化学はほとんどの大学で理論化学の題材として出題されます。通り一遍の知識も解答を作るうえで大切なのです
が、知識の理論背景自体を問われることもありますので、知識だけという勉強ではいけません。この講座では、無機の
知識と理論が絡み合った問題をどのように解いていくかを学習します。受講に際しては、無機化学および理論化学全
範囲の基礎学習が修了し、問題にチャレンジできる学力が必要です。

前提知識  「化学基礎」の全範囲及び「化学」の理論化学・無機化学

●９-11月期高２英語多読ＦＧ在籍者のための講座ですが、新規生の受講も歓迎します。

ネイティブ講師と日本人講師が90分ずつ担当します。ネイティブ講師は、GクラスはActive Skills for Reading 3
（Cengage）、FクラスはActive Skills for Reading 2（Cengage）をテキストに、Oral Communication、精読を指導
します。日本人講師は各自の英語力・興味に合わせた読書指導を個別に行うとともに、和文英訳演習、入試対策リスニ
ング演習の指導も行います。Gは英語がかなり得意な方向けです。

●９-11月期高２英語多読ＹＺ在籍者のための講座ですが、新規生の受講も歓迎します。

辞書なしで速く洋書の大意を把握する多読と、一文一文を正確に理解する精読、そして日本語を英語で正確に表現する
和文英訳、自分の考えを英語で述べる自由英作文は、いずれも受験の英語で高得点をとるのに必要な技術です。この
講座では、多読は各自の現在のレベルから始めて、「レベル上げ・読書速度向上」を図り、精読・英作文は、入試問題
等を素材に、和訳・英訳とも、「より正確に訳す」ことを図ります。なお、多読パートと精読・英作文パートはそれぞれ別
の日本人講師が担当します。

●受験英語多読コース新規入会希望者のための講座です。

辞書なしで速く洋書の大意を把握する多読と、一文一文を正確に理解する精読、そして日本語を英語で正確に表現する
和文英訳、自分の考えを英語で述べる自由英作文は、いずれも受験の英語で高得点をとるのに必要な技術です。この
講座では、英語が苦手な方を対象に、多読を体験してもらうとともに、受験英語に必要な文法と構文の基礎を学びま
す。文法パートでは、英文の精読・作文に必要な知識を品詞から徹底的に学びます。講座最終日には試験を行います。
この試験は1月からの入会試験を兼ねています。なお、多読パートと文法・構文パートはそれぞれ別の日本人講師が担当
します。

●受験物理演習ＦＧＨコース新規入会希望者、９-11月期高２物理ＦＧＨコース在籍者のための講座です。

我々の生活に役立つ物理として代表的なものに電化製品があげられます。その中核である電気回路は、電磁気学の中
でも独特の地位を占めています。この講座では、電気回路の理論が電磁気学の基本法則からどのように導かれるかを
確認したうえで、直流回路がどのような仕組みで働き、それをどのように解析するかを講義します。少数の法則から多彩
な回路の振る舞いが解き明かされることを体感できる講座です。

前提知識  電場、電位、抵抗・コンデンサーの内部構造

●受験化学演習ＦＧＨコース新規入会希望者、９-11月期高２化学ＦＧＨコース在籍者のための講座です。

有機化合物は生命体を構築する物質であり、生命が関わるあらゆる場面に登場します。知識的な項目と思われがちで
すが、理論背景が体系的に構築されており、きちんと学べば考える項目であることが分かります。この講座では、有機化
合物の立体構造を理論化し、立体構造が性質を定める理論を講義します。FGクラスでは立体構造と性質の理解に重
点が置かれ、Hクラスではその理論背景の理解に重点が置かれます。化学結合・熱化学の予備知識があれば、有機化
学についての基礎知識は必要ありません。

※受験化学演習FGHコースを１月から受講される方は、この講座を必ず受講してください。１‒２月期の授業はこの講座内容の
　続編となります。

前提知識  「化学基礎」全範囲及び「化学」の熱化学

受講生の声

● 身近な話を例にとって化学の難しい部分を教えてくだ
さったので、とても理解しやすかったうえに、印象に残
る部分が多くありました。 
 「有機化学講義Ⅰ FG」受講（桜蔭）

●  予習が必要だったので毎日大変でしたが、逆に予習・
授業・復習でしっかりと理解できて良かったです。 
 「無機理論融合演習Z」受講（都）武蔵）

受講生の声

●  文法と長文多読の両方を学ぶことができる良い授業だ
と思った。 
 「基礎からの受験英語多読」受講（学芸大附属）

●  ネイティブパートで、英語で会話する時に役立つポイン
トを教われたのが良かったです。 
 「高2英語多読G」受講（桜蔭）

●  文法の解説や、英作文の添削がとても丁寧で、自分の
力になりました。 「高2英語多読F」受講（大妻中野）

●  文法に関して、細かいところを詳しく説明してもらって
分かりやすかった。 「高２英語多読Ｚ」受講（慶應）

冬期講習 物理・化学 冬期講習 英語多読

入会試験付

この他に、 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　があります。21ページをご覧ください。問題演習で鍛えるバイリンガル論述力γ
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※冬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。

※冬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。

冬期講習 特別講習・ゼミナール

速読による能力訓練 〜日本語の速読訓練です〜

問題演習で鍛えるバイリンガル論述力γ

線形代数続論

大学への国語

実数論入門

ＪＭＯ（日本数学オリンピック）一次予選対策演習

中３〜高２　特別講習
180分×５日間

英語　高１〜高３　特別講習
180分×４日間

数学　高２　特別ゼミナール
180分×２日間

国語　高２　特別講習
180分×4日間

数学　高２〜社会人　特別ゼミナール
180分×３日間

数学　中１〜高２　特別講習
180分×4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・徹底化をめざす内容です。
'95年夏からスタートし、現在24年目、8,100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。

東大・京大・一橋大・東工大などの国公立大学２次試験や、慶應大・医科歯科大などの超難関医学部で出題される論述
問題に対応できる本格的な実戦記述力を身につける演習講座です。この講座では質の高い英文を精読することではじ
めて解答できる高度な論述問題や、与えられた日本語の文章を読んで得た知識を活用して取り組む英文読解記述問題
を演習することで、実戦的な受験英語力を養成します。最終日４日目は東大英語レベルの長文読解問題·要約問題·英作
文問題·文法問題にテストゼミ形式で取り組んでもらい解説をすることで、現在の自分の英語力を客観的に評価します。
予習してきた答案は現役医師である講師自らが丁寧に添削、採点して返却します。　　　　　　　　　　    （吉田剛）

●文章を深く理解することはもちろん、原文のニュアンスを残しつつ論理的に正しい日本語として再構成するというこ
　とがとても難しかったが、丁寧に解説していただけてとても良かった。　　 　　　 （講習受講アンケートより/開成）

●問題の解説のみでなく、その事柄の背景となる学術的な解説もしていただけたので自分の知識が増えとても勉強に
　なった。添削もとても丁寧でためになった。　　　　　　　　　　　　　　　　 （講習受講アンケートより/雙葉）

※昨年度冬期講習「問題演習で鍛えるバイリンガル論述力Ⅲ」と内容が重複します。 

夏期「線形代数入門」の内容を前提に、もう一段深めて、固有値・固有ベクトルおよび漸化式や２次曲線への応用な
どを取り扱います。たとえば、2x2+4xy+5y2=6はxy平面で楕円を表しますが、その長半径・短半径は固有値・固有ベク
トルを用いることで、試行錯誤なしに求まります。そしてその考え方は、連立漸化式an+1=2an+2bn, bn+1=2an+5bnの解
法と結びついています。高校数学で学んだ様々な事柄が、統一的な立場から理解できる美しさを一緒に実感しま
しょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （木村浩二）

前提知識  行列と一次変換（旧課程）

｢現代文」「古文」「漢文」そして「小論文」の典型的な問題（センター、東大、医科歯科大など）を解いてもらい、自
分に今、何が必要で何が不足しているか確認してみようという講座です。１日目（現代文）と２日目（小論文）はテスト
形式の演習を行い、当日解説し、添削後４日目に返却します。３日目と４日目は古文・漢文を扱い、予習を前提に講義
を行います。実は十分な知識は学校などで覚えた（？）のに、「読めない」「解けない」「書けない」ということがありま
す。これはむしろ学習法に〈誤解〉と〈偏見〉があるからだと思います。一緒に解決しよう、という皆さん、ぜひ参加して
ください。      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　 （桑島健太郎）

実数の連続性の公理、ε-δ論法を出発点として、「中間値の定理」「最大値の定理」「連続関数の積分可能性定理」を
厳密に証明することを目標とします。数学の基礎を深く理解したい方、大学での数学をかじってみたい方、とにかく難しい
ことが大好きな方に向いています。大学に入ってからも必ず役に立つ内容です。　　　　　　　　　　　　（木村浩二）

前提知識  数Ⅲ（微積分・数列の極限）

日本数学オリンピック（JMO）予選通過を目指す方向けの講座です。演習＋講義形式で、解答への足がかりをつかむ
力と、確実にポイントを取る力を養成することを目的とします。新作問題も交えた演習をしますので、過去問を一通り解
いた方でも十分に満足いただけることでしょう。講義は、数ⅠA・数ⅡB（微積分を除く）の既習を前提として進めます。
ライバルに一歩差をつけるチャンスですよ！　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青木亮二）

※昨年度の同名講座の問題とは重複しません。

受講生の声

●  いろいろな範囲の自分の穴や弱いところを明らかにで
きたので、とても意義のある講座でした。 
 「JMO 一次予選対策演習」受講（雙葉）

●   さまざまな学年の人と集中して頭をひねるという経験
はなかなかできないので、その緊張感も味わえて良かっ
たです。また、良問もあって心が躍りました。 
 「JMO 一次予選対策演習」受講（雙葉）

●   明快な定義と明快な議論でいろいろ解決されて面白
かった。実数って強いと思った。 
 「実数論入門」受講（開成）

●   実数を当たり前のように使っていましたが、感覚的に
使っていることも厳密に証明すると手間がかかるので
少し怖くなりました。新しい概念を作るのが大変なの
が分かりました。　　　　「実数論入門」受講（白百合）

●   固有値、固有ベクトルが求められて楽しかったです。
対角化が 2 次曲線に役立つのが面白かったです。 
 「線形代数続論」受講（桜蔭）

●   いろいろな考え方があるのを知り、また、漸化式を解
く意味なども学び、とても有意義でした。 
 「線形代数続論」受講（駒場東邦）

●   熟語の構成などを今まで特に気にしたことがなかった
ので、とても新鮮でした。これから実践していきたい
です。　　　　「大学への国語」受講（東京農大第一）

●   苦手科目であり来年度から学校での授業もなくなるの
で不安が大きかったが、勉強の仕方を丁寧に教わる
ことができて良かった。 
 「大学への国語」受講（共立女子）

冬期講習 特別講習・ゼミナール
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慶應義塾大学医学部医学科進学（海城卒） 東京医科歯科大学医学部医学科進学（暁星卒）

東京大学理科Ⅱ類進学（桜蔭卒）

東京大学理科Ⅰ類進学（開成卒）

澤田 立輝 さん 野々下 由真 さん

近藤 和志 さん 宮平 奈歩 さん

親身になって合格まで導いてくれる
面倒見のよい講師陣

丸暗記していた公式の意味を
ＳＥＧで理解できるようになった

気がつけば勉強を楽しんでいる
ＳＥＧにはそんな魔力がある

　授業の評判を聞いて春期講習を受け、ここなら数学の力を伸ばすこと
ができると確信し入塾しました。授業では、一つの問題に対していろい
ろな解き方を教えていただくことができ、多様な角度から問題に向かう
姿勢を養うことができました。２学期までにさまざまなパターンの問題
を解いて得た知識を、その後のテストゼミに活かすことができました。テ
ストゼミでは、時間配分の考え方や計算の見直し方など、実際のテスト
に沿った知識をいくつも教えていただきました。
　ＳＥＧは先生方の面倒見がよく、どうしたら合格にたどり着けるか、一
緒に親身になって考えてくださって、とてもうれしかったです。おかげで第
一志望の東大に合格することができました。ＳＥＧの先生方を信じて努力
すれば、必ず合格できます。最後まで諦めずに頑張りましょう。

　ＳＥＧに通っている友達がいて、宿題があまり出ないことに魅力を感じ
て高２の春から受講を始めました。
　数学では、解き方の「方針を覚える」ことを学びました。それまでは何
となく解いていたのですが、おかげで論理的に解くことができるようにな
りました。また、一つの問題についていくつもの解法を教えてくださった
ので、分からない問題に出会っても、いろいろな方法を試す習慣がつきま
した。物理では、微積分を用いて教えてくださったので、最初はやや難し
く感じる部分もありましたが、今まで暗記していた公式の意味をようやく
理解できるようになりました。
　丁寧な教え方なので分かりやすく、かつ楽しみながら授業を受けられ
る、ＳＥＧは選択したことを後悔させない授業をしてくれる塾です。

　ＳＥＧの授業はのびのびとその科目を楽しめる環境で、毎回楽しく参加
していました。また、周りの生徒たちはハイレベルな人たちばかりで、常に
刺激を受けることができました。
　高３の２学期からのテストゼミでは「なぜこんなに減点するのか、もっと
点数をくれたっていいじゃないか」と思うほど厳しい添削でしたが、正し
い論理でないとまったく評価されない厳しさを実体験することができまし
た。先生の、いかにしてその解法をとるに至ったのか、他の方法はどうか、
以前の内容がどのように応用されているのか、に重きを置いた解説のおか
げで、受験本番でも初見の問題に臆することなく挑めました。
　ＳＥＧは勉強を心から楽しめるようにしてくれます。楽しそうに教えてく
ださる先生を見れば、どんなに苦手な科目でも気づけば自分も楽しんでい
る、そういった魔力がＳＥＧにはあります。みなさんもぜひＳＥＧで勉強を
楽しんでほしいと思います。

磯島 晃太郎 さん

知的好奇心を刺激する授業と
良い意味での競争意識がある

楽しいだけでなく
確実に実力向上ができるＳＥＧ

目から鱗の授業スタイルで
楽しく確実に実力アップ

　数学が得意ではなく、東大を受験するには力不足を感じていたた
め、ＳＥＧで受講することにしました。
　ＳＥＧで良かったことの一つは、知的好奇心を刺激してくれる授業
を展開してくれたことです。微分方程式をはじめ、高校ではあまり触れ
ないような内容も、数学的に面白く紹介してくれましたし、意欲があれ
ば何とか理解できるような内容まで踏み込んで、こちらのやる気を引き
出してくれました。
　もう一つは、良い意味で競争意識に満ちた場所だったことです。一緒に
学ぶ仲間たちからは、数学が好きな様子がとてもよく伝わってきて、とも
に戦う仲間として高め合っていこうとするような意識が芽生えました。数
学好きが集まるなかで、自分も楽しく学ぶことができました。

　僕が高2でＳＥＧに入って初めて受けた数学の授業は、テキストにある
問題をただ解説するだけではなく、解法をいくつも紹介してくださった
り、その問題に関連した話をしてくださるなど、面白くて時間の経つのが
速いと感じるほど楽しいものでした。
　本格的に受験対策に入ると、僕のクラスでは予習してきたノートを先
生が採点してくださり、自分の間違いや弱点をしっかりと把握することが
できました。またテストゼミではレベルの高い問題を実戦形式で解き、先
生が採点してくださるので、点数や平均点、点数分布などで自分の相対
的な実力を毎週確認することができ、実力の底上げをすることができま
した。
　振り返ってみるとＳＥＧに入ってからは、ほとんどＳＥＧの勉強だけで実
力の向上ができました。ＳＥＧでは楽しく、そしてしっかり勉強することが
できました。

　私は高１から数学、高２から化学をＳＥＧで受講しました。入塾後まず
印象に残ったのは、先生方が担当教科をとにかく愛していらっしゃること
が伝わってきたことです。ＳＥＧに入る前、私は数学が大の苦手で、既に嫌
いにさえなっていたので、遊びのような感覚で行われる授業スタイルはま
さに目から鱗でした。おかげで数学の実力を着実に伸ばしていくことがで
きました。また化学の授業では、入試問題演習に入っても度々原理に立ち
返ってくださり、深い理解が促されました。
　ＳＥＧは、生徒のレベルが非常に高いことも大きな特長だと思います。
私自身、周りの生徒から大きな刺激を受け続け、高いモチベーションを維
持することができました。また、ＳＥＧは他塾に比べて宿題の量が少ないた
め、自分に合った学習計画を立て、実行することが容易でした。ＳＥＧなし
では合格することはありえなかっただろうと、本当に思います。

青木 奎仁 さん

2018 合格者の声2018 合格者の声

京都大学医学部医学科進学（私）武蔵卒）

東京大学文科Ⅰ類進学（女子学院卒）
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東京医科歯科大学医学部医学科進学（学芸大附属卒）

筑波大学医学群医学類進学（雙葉卒）

東京大学理科Ⅰ類 進学（筑附卒）

東京大学理科Ⅰ類 進学（日比谷卒）

東京大学文科Ⅰ類進学（筑駒卒）
東京大学文科Ⅰ類進学（豊島岡女子卒）

輿石 彩花 さん
冨田 康弘 さん

河西 周 さん
渡辺 夏希 さん

楽しみながら通っているうちに
いつの間にか勉強も面白くなった

本質をつく授業のおかげで
受験でも臨機応変に対応できた

分厚い洋書を読み込んだことで
長文の入試問題にも臆せず取り組めた

　先に通っていた弟より、読書好きの私の方が英語多読の授業に夢中に
なってしまいました。大好きな本の原書がたくさん読めるからです。クラス
全体の仲が良く、勉強しているというより遊びに行っているような感覚
で、ＳＥＧに行くのが毎回楽しみだったことを覚えています。
　ＳＥＧの授業は、いわゆる受験向けのテクニックを教えるのではなく、
本質を突いた教え方をしてくれるため、飽きずに興味を持って学ぶこと
ができ、雑談さえも面白いものでした。生徒と先生の距離がとても近く、
話しかけやすい雰囲気だったため、疑問が湧いたときはその日のうちに
質問に行き解消することができました。楽しみながら通っているうちに、
いつの間にか勉強そのものが面白く感じられるようになる、ＳＥＧは私
にとってそんな塾でした。

　高２で塾を探していた時、親戚が高校時代にＳＥＧに通っていて理数
の授業がすばらしかったと聞き、興味を持ちました。試しに高２の春に
数学に通ってみると、学校の授業とは違って、覚えさせるのではなく、
本質的な理解をすることを念頭に置いた授業で、それが僕にはフィット
しました。高２の冬からは、物理と化学の速修コースもとりました。速修
コースは１年で修了するコースなので、高１、高２で理科をあまり勉強して
いなかった僕にはちょうど良かったです。
　先生方もとてもフレンドリーで気軽に質問ができましたし、予習ノート
や過去問の添削をしていただいて大変ありがたかったです。
　受験の時は、覚えるだけでなく本質的な理解をしているから、どんな
問題に対しても臨機応変に対応でき、とても役に立ちました。

　多読のカリキュラムに惹かれて入塾しました。本を読むのが好きだっ
たこともあり、英語力が伸びると確信したからです。実際、洋書を読ん
で授業に参加しているだけで、どんどん英文が読めるようになり、模試
の成績も上がっていきました。日頃から分厚い洋書に親しんでいたため
に、入試問題で長く難解そうに見える文章が出題されても、臆すること
なく取り組めましたし、文章が長ければ長いほど自分に有利だと思える
ほどでした。
　受講当初は、ネイティブの先生による授業が果たして大学受験に役立
つのだろうかと不安でした。しかし、今振り返ると、Writingの力も含めて
英語の総合的な実力を伸ばすのにとても効果のある授業だったと思い
ます。
　テストゼミに関しても、最初は採点の厳しさに戸惑っていましたが、ど
うして減点されるのかなど詳しく書き入れてくれるので、合格答案を書く
ポイントをつかめるようになりました。

北出 実鈴 さん

その場しのぎではない
本物の力が身につくＳＥＧ

アプローチの方向を考えてから
問題に向かう習慣が身についた

周りの生徒が優秀で
刺激にあふれた塾

　ＳＥＧの魅力の一つとして、先生との距離感が近く、質問しやすい環
境があります。また授業内容も、問題を解くことよりも考え方に重点を
置いたもので、その場しのぎではない本物の力をつけることができま
した。
　物理Ｈの授業では、高校の範囲にとらわれず、解析力学や特殊相対性
理論の話も聞くことができました。文系の自分でも分かりやすく、視野が
広がりました。英語多読のネイティブパートでは本物の英語に触れ、ス
ピーキング、ライティング、リスニングの力を大きく伸ばすことができまし
た。英文を読むスピードが上がるだけでなく、英語のリアルな表現や発想
の仕方などを学ぶこともできました。数学での中心射影の授業も印象に
残るものでした。テクニカルに証明する初等幾何の問題が、まったく新し
い視点で証明できることに驚き、その発想を楽しむことができました。
　ぜひみなさんも、ＳＥＧで受験にとらわれない学びに触れてください。

　ＳＥＧの数学は、知識や解法をたたき込むような授業ではなく、どうし
てそのように考えるのかといった根本的な部分や、さまざまな別解を提
示してくださる授業で、苦手だった数学も楽しく学ぶことができました。
１問に多くの別解があることは、いろいろな考え方からのアプローチが可
能であることを意味し、そのため自分で問題を解く際にも、まずはどんな
方向からアプローチしていくべきかを考えてから解き始める習慣を身に
つけることができました。
　また授業は、先生の一方通行の講義を受動的に聞くのではなく、先生
からの問いかけによって、私たち生徒に考える時間を与えてくれる能動
的なものでした。こうした思考のトレーニングを行うことで、授業中でも
成長することができたと思っています。

　高校受験後、大学受験に向けて数学に強い塾を探すなかで、いくつかの
塾を比較した結果、講義が懇切丁寧なことに魅力を感じＳＥＧに入塾しま
した。その際、多読という英語の学習スタイルにも興味を持ち、スケジュー
ル管理もしやすそうだと思い、同時に受講し始めました。
　数学は暗記ではなく、理解することを重視した授業だったため、毎回楽
しく通うことができました。周りの生徒がすごく優秀で、劣等感を感じるこ
ともありましたが、結果的にそれが良い刺激になりました。英語のネイティ
ブパートでは、帰国子女の生徒たちが話す内容や整った英文を参考にしな
がら、自分のエッセイを書いた思い出があります。
　ＳＥＧの授業は高１・２が講義中心で、高３のテストゼミで一気に演習を
行うスタイルでしたが、演習時に自分の実力不足を痛感しました。しかし、
クリーム本をくり返し解くことで徐々に点数が上がっていきました。教材も
含め、本当に生徒のことをよく考えている塾だと実感しました。

※「クリーム本」はＳＥＧ高３・４－６月期の数学のテキストです。

山崎 珠璃 さん

2018 合格者の声2018 合格者の声
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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、Web、Ｈ教室１階の掲示、
テキストに掲載しています。
＊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、Web
［トップページ］（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）
Web▶︎［トップページ］（http://www.seɡ.co.jp/）→ページ下部の［お問い合わせ］ 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）

授業外のサポート 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。

　●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、受付までお申し出いただくか、MyPaɡeで事前に振替登録を行って
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。

●数学・物理・化学
欠席した登録クラス（または数学のみ同レベルクラス）の授業ノートを借りたり、欠席した登録クラスで
の配布プリントをもらってください。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。

 　＊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
授業ノートはありません。授業で配布したプリントを、講師室でもらってください。プリントの受け取りには
受講票が必要です。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。
＊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。

 [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（日曜日は休み）］  

　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）。

クラス変更

　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。

欠席などで抜けが生じた場合

待合室（Ｔ教室１階）

Ｓ
Ｅ
Ｇ
の
サ
ポ
ー
ト
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通常授業1ｰ2月期 開講曜日一覧
月 火 水 木 金 土昼 土夜

数学

テスト演習＊1

数Ⅲ微積分講義Ⅰ＊2 E/F/G E/F/L/M E/F/G E/F/G
テスト演習＊1 E/F/L/M E/F/G

17：00 ～ 20：30 13：30 ～
17：00

17：40 ～
21：10

物理 ―
速修 FG F/G/H 速修 FG F/G

17：00 ～ 20：30 13：30 ～
17：00

17：40 ～
21：10

化学 ―
速修 F/G/H 速修

―
FG/Y/Z

―
17：00 ～ 20：30 13：30 ～

17：00

英語多読

―
E/F/G/H E/F F/G G/H E/F/G F/G/H

17：05 ～ 20：25 13：50 ～ 
17：10

17：30 ～
20：50

―
T/T♯

― ― ― ― ―
17：05 ～
20：25

※開講曜日・時間は予告なく変更となる場合があります。詳細は、10月下旬にWeb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。 
 ［トップページ］（http://www.seɡ.co.jp/）→［会員の方］→［通常授業曜日・時間・講師表］
※ 上記で、例えばＦＧの表示は、ＦとＧの合併クラスが開講予定です。Ｆ/Ｇとあるのは、ＦとＧレベルのクラスがそれぞれ開講

予定です。
＊1 受験理系数学テスト演習（資格制）…２週目から開講（全６回）。理系数学コース（Fクラス）との併行受講を条件とする資格制の講
　　座です。

　　1/10（木）〜2/27（水）　全7週

通常授業1ｰ2月期 受講料（消費税込み）

科  目 講座名 １―２月期　1/10 〜 2/27

数学

受験数学 41,900 円

受験理系数学テスト演習 30,900 円

数Ⅲ微積分講義Ⅰ 26,000 円

物理
受験物理演習 41,900 円

受験物理速修 42,600 円

化学
受験化学演習 41,900 円

受験化学速修 42,600 円

英語多読 受験英語多読 46,900 円

受験理系数学テスト演習 資格制 理系数学コース（Ｆクラス）との併行受講が条件です。

数Ⅲ微積分講義Ⅰ 無選抜制 10/17（水）より先着順にお申し込みを承ります。

受験英語多読 Tコース 資格制 10/17（水）より先着順にお申し込みを承ります。受講認定基準は 
Webでご確認ください。

入会試験を受験
１月からの通常授業は【受験物理速修コース】 【受験化学速修コース】 を除き、冬期講習の内容を前
提にスタート注1しますので、入会をご希望の方は、冬期講習の｢指定講習」（もしくは「新規生専用講
習」）を受講してください。
また、通常授業は 一部のコース・講座注2を除き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、入会試験が付属している冬期講習 　基礎からの受験英語多読  をご受講の
場合は、試験のお申し込みは不要です。

入会手続

通常授業を受講

注1 冬期講習をやむを得ない事情で受講できない方は、別途、新規入会試験を受験して、その結果クラスで１月
　　 から入会してください。
注２ 選抜制ではないコース・講座は以下の通りです。

＊2 数Ⅲ微積分講義Ⅰ（無選抜制）…２週目から開講（全5回）。

入会手続通常授業 開講曜日・受講料

入
会
手
続

入会手続 通常授業1月入会手続のご案内

《試験日時・試験範囲・結果発表日》 
10月下旬に公開される「試験要項」をご覧ください。Webでもご覧いただけます。

［トップページ］（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1000円）

 メイト会員の方・・・・・・・・・・受験料（１科目１回1000円）
 過去に通常授業を受講していた方・・・・無料

入会試験申込方法

試験結果の確認

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。

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　 ・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、消費税が含まれます。

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、もしく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


