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友人と一緒に入塾したり
親の勧めで入塾したり

─最初に自己紹介をお願いします。合わせてＳＥＧを

知った時期と、入塾したきっかけを教えてください。

柴田　柴田博史といいます。筑波大学附属駒場高校出身

で、東京大学文科Ⅰ類にいます。同級生にＳＥＧに通って

いる人がいて、中２の頃から存在は知っていました。高

校生になったらある程度受験勉強をしなければいけない

し、英語もしっかりやりたいと思っていたところ、ＳＥＧ

には本を読むだけの英語多読の授業があると知ったため、

高１から英語多読の受講を始めました。

野口　武蔵高校出身の野口慧太朗です。東京大学文科Ⅱ

類です。ＳＥＧには中３の終わりから、友人２～３人と一

緒に入塾しました。中１からＳＥＧに通っている友人の影

響です。他の塾は一切知りませんでしたし、ＳＥＧに対す

るイメージもゼロでしたが、入ってみたら良かったのでそ

のまま続けました。

鎌田　東京大学文科Ⅲ類の鎌田将といいます。桐朋高校

出身です。中１になる前の春に、親にＳＥＧに連れて来ら

れて、そのまま入塾しました。系列小学校から中学受験を

しないで中学に上がったため、受験を経て入ってくる仲間

たちよりも学力的に劣っているのではないかという不安が、

親にも僕にもあったためです。そこで、学校が始まる前に

あわてて入塾したのですが、実際はそんな差はほとんどあ

りませんでした。

上野　麻布高校出身の上野天郎といいます。東京大学文

科Ⅰ類です。中２の頃、英語の成績が周りに比べて良くな

かったため、ＳＥＧのカリキュラムを気に入っていた親か

ら「ここに行け」と言われ、「じゃあ、行きます」と（笑）。

塾に行きたいという気持ちはなく、塾ならどこでもいいと

思っていたというのが正直なところです。英語多読から受

講を始め、中３になって数学の講習を何度か受け、高１か

ら数学の受講を始めました。

藤田　藤田賢人といいます。筑波大学附属高校出身で、

現在、東京大学文科Ⅰ類の２年次に在籍し、法学部第２類

（法律プロフェッション・コース）に進学予定です。他塾で

落ちこぼれて親に叱られ、中３の始めにＳＥＧに連れて来

られました。特に数学が嫌いで成績もひどかったため、親

が“数学が好きになる”というキャッチコピーに賭けたの

ではないかと思っています。僕としては、その塾を出られ

ればどこでも良かったため（笑）、ウキウキ気分でＳＥＧに

やって来たことを覚えています。

渡辺　東京大学文科Ⅰ類２年次の渡辺夏希です。出身高

校は豊島岡女子学園高校で、藤田君と同じ法学部第２類

に進学予定です。ＳＥＧの存在を知ったのは、周りの友人

が塾に通い始めた中２の頃です。母が知り合いからの口コ

ミでＳＥＧの評判を知り、最初は弟が入塾しましたが、本

が好きな私の方が向いているのではないかと考えた母の

勧めで、中３の冬から英語多読の受講を始めました。実際、

英語多読の授業が大好きになり、ＳＥＧが一番好きな塾

になりました。

自由な雰囲気にあふれ、通うのが楽しい塾

─ＳＥＧの印象を教えてください。

藤田　本当に自由な塾だと思います。最初の授業で休憩

時間にお菓子を食べている人がいたのにびっくりしまし

た。ですから僕も２回目から食べることにしました（笑）。

塾は、校則で縛るような場所ではなく、勉強さえしていれ

ば、ある程度のことは許されていいのかもしれないと、学

びに対する考え方が変わった瞬間でした。実際、先生も
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一緒になってお菓子を食べていましたし……（笑）。

上野　通うのが楽で、授業を受けることが苦痛ではない

という点が最大の魅力だと思います。だから続けられたと

思っています。特に英語多読は、本を読んでいるだけでし

たし、数学は好きな科目だったこともあり、“ＳＥＧの数学”

という授業を本当に楽しむことができました。

鎌田　ＳＥＧの印象は中１から高３までほとんど変わって

いません。英語に関しては、本を読んだり話したりするだ

けだったため、勉強としてはかなり楽な部類だったと思い

ます。一方、数学に関しては、夜が苦手な僕にとっては３

時間の授業時間がけっこう大変でした。導入から次第に

高度な内容になっていく授業構成のため、後半の３分の１、

４分の１になると、なかなかついていけません。中学の頃

の方が大変で、翌朝ノートを見て、何とか授業内容を納得

するような日々でした。

野口　小学生のときの経験から塾はつらいものだという印

象を抱いていたのですが、ＳＥＧには意外にも楽に３年間

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★★★

高3では基本的に数学にはあまり時間をかけないようにしました。前期では青本とクリーム本で一つの問題をいろん
な解法で解けるようにノートを確認しながら復習しました。問題演習が始まった秋からはその解説を自分の解答と照
らし合わせながら読んでいました。基礎を怠りがちだったので、青本とクリーム本の復習で学力が伸びたような気が
します。過去問は冬休みに数学の授業がない週で実力が落ちないようにするのも兼ねて7年程やりました。センター
は冬休みに10年分過去問をやりました。数学は最後まで安定しませんでした。

英語 ★★★★

受験終盤になるまでは基本苦手意識がある教科でした。英語は危機感があったので高２秋から少しずつ勉強を始めま
した。高２秋に文法書を読み、春に『英文熟考』という参考書で英文解釈をやりました。この英文解釈はＳＥＧの高
３の授業でもやりました。単語は『鉄壁』を気が向いたときにやっていました。高３の冬ごろから過去問は20年分や
りました。それまで基礎をみっちりやったかいあってか、その過去問演習で伸び、本番はそこそこの点数が取れました。

国語 ★★

古典は苦手でした。文法、単語を高３前半でやり、後半は演習をしていましたが、最低限の点数がとれればいいとい
う考えでした。センターを追試を含め15年分くらい解きましたが、それによってなんとか古典は形になりました。現代
文はまあまあ得意だったので、安定はしなかったのですがあまり気にせず過去問を15年くらいやっただけだと思いま
す。

世界史 ★★★★★
高2の秋から勉強を始めていたので、基本的に周りに比べて勉強が進んでいました。いろんな参考書を読んで楽しく
勉強することを心掛けていました。ただ最初の知識のインプットと論述対策は世界史の専門塾に行っていたのでそこ
でやっていました。過去問は大論述を25年分やりました。

地理 ★★★★
地理は参考書を一冊読み、後は演習をしましたが基本的には時間をかけませんでした。過去問は10年、センターも
10年解きました。地理は昔、世界地図や統計を見るのが好きだったことが良かったように思います。

物理基礎　　 ★★
12月から知識を入れ始めセンターを5年演習しながら対策しました。演習でインプットもしていました。物理の方が時
間をかけました。

化学基礎 ★★ 12月から知識を入れ始めセンターを5年演習しながら対策しました。演習でインプットもしていました。

受験までの私の勉強法 上野 天郎さん



33

通うことができました。ですから、やはり評判通りの楽し

い塾なのだと思います。

柴田　自由な塾だと思います。数学の授業中では、自分

が知っていると思ったところは、応用問題を解いていまし

たが、机を回ってくる先生もそれを認めてくださっていまし

た。ですから、本当に自由に授業に関わることができまし

た。英語多読も本を読むだけでなく、ゆっくり話していた

だける外国人の先生のおかげで、「分かる」という感覚を

持ちながら学ぶことができました。

渡辺　ＳＥＧに入る前は、「本がたくさんある塾ってどんな

ところだろう」と、まったく想像がつきませんでした。し

かし、実際に通ってみると本当に本に囲まれた楽しい空

間で、外国人の先生とコミュニケーションをとったりする

授業でも、想像以上に英会話を楽しむことができました。

みなさんが仰るように非常に自由な印象を受けました。

英語も数学も印象深い授業

─印象に残っている授業を教えてください。

柴田　英語多読の外国人パートの授業で、サイコロを使っ

て会話をする授業を鮮明に覚えています。サイコロにはい

ろいろな絵柄が描かれてあって、出た目の絵柄を使ってス

トーリーを作る内容でした。好き勝手にストーリーを組み

立て、できるだけ発想を面白くしてみようと工夫したため、

創造力を刺激される興味深い授業でした。

野口　高３の夏期講習「東大図形数学」が印象に残ってい

ます。数学の各分野に対して自分なりにアプローチの仕方

を定めようとしていた中で、東大の図形問題に対して、普

段の解き方の洗練化、および新たに複数のアプローチ法

を取得できたのが良かったです。

鎌田　僕は、高３の「TOEFL対策コース」です。ＳＥＧ

ではほとんどの人が高３から「受験英語多読コース」に移

ります。「TOEFL対策コース」は僕を含めて５人しか受講

していなかったため、外国人の先生と話す機会が豊富に

ありました。英語好きが集まり、海外の大学に行きたい人

や英語力の高い人が多かったこともあり、自分の英語力も

短期間で伸びたように感じています。ただ、受験が近づい

た高３の２学期からは「受験英語多読コース」に移りまし

た。

上野　特に青木先生と岡本先生の数学の授業が好きでし

た。チャレンジ問題を毎回解いて、授業後にこれはこうだっ

たとやりとりするのが好きで、授業中この話は聞くべきだ

と思ったところはちゃんと聞き、聞かなくもいいと思ったと

きはチャレンジ問題を解いていましたが……。

渡辺　古川先生の英語多読の授業が一番印象に残ってい

ます。読みたい本を古川先生にお伝えすると、すぐに買っ

てくださり、次の週には本が届いていて「はい、どうぞ」

（笑）。そのため、読みたい本をかなりたくさん読ませてい

ただきました。カズオ・イシグロがノーベル賞を受賞した

ときなどは、どこを探しても売り切れでまったく原作が読

めなかったのですが、ＳＥＧにはちゃんとあり（笑）、それ

を読ませていただいたことは本当に良い思い出になってい

ます。

藤田　ＳＥＧに入って最初の数学の授業が強烈な印象で

した。整数の授業で、合同式を扱ったのですが、そこで

初めてちゃんと解けるという感覚を得ることができました。

それ以来ずっと整数の問題が好きなのは、この授業の影

響だと思っています。

知らず知らずのうちに英語が身につく英語多読

─ＳＥＧに通って良かったと思うことはありますか。

野口　数学の問題に対する基本的な考え方を学べたこと
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です。特定の問題の解き方ではなく、数学の問題全般に

対応できる解き方をしっかり教えてくださったからです。

一つの問題に対して、いくつもの解法があることが分かり、

その中から自分の得意な解法を選ぶような学習ができた

ので、数学はかなり成長できたと思います。また、数学に

限らず、すべての科目で根本を意識するようになったこと

は収穫でした。表面的な技法ではなく、ここを捉えればこ

の科目全体に応用できるだろうというポイントを自分で探

す姿勢が身につきました。

柴田　英語へのモチベーションが高まったと思います。英

語多読の外国人パートの授業で話す内容を常に考えてい

たため、英語でこれを何と言うのかといつも気にするよう

になり、通学途中に立ち止まり電子辞書を引くこともよく

ありました。英語を話す機会が頻繁にあったことが英語

での表現を考えることにつながり、勉強になったと思って

います。学力が伸びたのはもちろんですが、数学、英語の

力がついたことで、ほかの科目に充てる勉強時間を増やす

ことができました。その意味でも、ＳＥＧは受験に大きく

役立ったと言えます。

藤田　英語多読のありがたさが、大学に入って分かりまし

た。入学後は英語をサボりまくり、英語ができなくなって

いましたが、資格試験を受けようと思ったとき、自分が英

語力を身につけられたのは英語多読のおかげだったことに

改めて気づきました。ただ、英語多読を始めようにも、家

には本はありません。そこで初めて、本を好きなだけ読め

る環境のありがたさを痛感しました。ですから、何とかし

てＳＥＧの本を読みたいと思い、ＳＥＧの英語多読チュー

ターを始めました（笑）。

渡辺　英語多読の外国人パートがとても良かったと思って

います。ＳＥＧの英語多読では大学入試に向けた対策も

ちゃんとしてくれますが、外国人パートには、海外留学を

目指している生徒や国際科などに在籍している生徒など

がいて、日常会話で生きた英語が飛び交っているため、も

のすごく刺激的な環境でした。大学入学後も、留学生と

交流するときなどに、ＳＥＧの環境を活かせていると思い

ます。

上野　英語多読が英語の世界へのハードルを下げてくれ

ました。英語はどちらかというと苦手でしたが、少しずつ

英語に慣れていくには、英語多読の授業はちょうど良かっ

たと思っています。英語多読で英語力が飛躍的に伸びた

と話す人もいますが、本が大好きでずっと読んでいる人じゃ

ない僕みたいな人でも、英語に慣れるという面で英語多読

に通うことは意味があったと思っています。少しずつ英語

が好きになれました。

ＳＥＧの授業を受けてから
文理を決めても遅くない

─文系に決めた時期や理由、東大を志望した理由など

を教えてください。

鎌田　高１の夏休みに東工大や東大、一橋大のオープン

キャンパスに行き、理系よりも文系の方が面白そうだと感

じました。数学よりも英語の方が得意なこともあり、興味

と得意科目が一致したので文系に決めました。ただ、志

望校を東大に決めた記憶はありません（笑）。親は、高１
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の担任から僕が総合大学に向いていると聞き、東大に行

けという意味に受け取ったらしいのですが、それが決め手

になったわけでもなく、気づいたら東大を志望していたと

いうのが正直なところです。

上野　数学が好きだったため、どちらかというと理系かな

と思っていましたが、理科にはあまり興味が持てませんで

した。歴史も地理も好きだったため、社会と理科の選択

では社会だろうと思っていました。さらに弁護士という職

業にも興味があったため、ＳＥＧで数学が文理に分かれ

る高２の段階で文系に決めました。志望校に関しては、東

大に決めたというより、他の大学が選択肢になかったとい

う感覚です。実際、私立は別として、他の大学を受けよう

と考えたことはありませんでした。

渡辺　文理を選択しなければならない高１の終わりに文系

に決めました。実は、生物が好きで、なかなか決められ

なかったのですが、小学校時代の幼馴染みに会ったとき、

文理選択で迷っていることを伝えると、「ええ？ 夏希は国

語得意だから文系でしょう？」と言われ、「あ、そうか」と

（笑）。私のことを昔からよく知っている友人が言うなら間

違いないと文系に決めました。実際、国語が得点源になり

ましたし、客観的な意見を取り入れて正解でした。当初は

一橋大を考えていましたが、模試の成績が伸びて東大も

視野に入ってきたため、東大について改めて調べてみると、

入学してからコースを選べることを知り、そこに魅力を感

じたため、東大に決めました。

藤田　小学校の頃から理科だけがまったくできず、世の

中に文系理系というものがあると知った頃から文系だと

勝手に決めていました。ただ、理系という選択肢をまった

く考慮せずに決めた点は反省しています。数学は得意で

はなかったものの、ＳＥＧで学ぶうちに伸びてきたため、

ＳＥＧに入ってから文理を決めても決して遅くなかったと思

います。文系の学問が合わないわけではないため、選択

は失敗ではありませんが、これを読むみなさんは、よく考

えてから文理を決めてほしいと思います。東大に関しては、

可能性がある限り目指そうと決めていました。

柴田　学校の雰囲気が東大志向だったこともあり、この

教授に教わりたいからこの大学に行くという強いものがな

い限り、成績が良ければ東大に行くだろうと思っていまし

た。優秀な人たちがたくさん集まる環境だろうということ

もモチベーションになりましたし、進学選択があるため、

受験時に進路を決めなくていい点も考慮しました。高２ま

では理系で、ＳＥＧでも化学と数Ⅲを受講していて、そん

なに苦手ではなかったものの、何か違うとは感じていまし

た。国語は得意ではなかったのですが、数式や文字列を

扱うよりは言葉が好きな感覚があり、文系に移りました。

もしかしたら理系の方が合っていたのかもしれませんが、

今でもいい選択だったと思っています。

野口　僕も文理はなかなか決め切れず、ＳＥＧでも物理を

取っていましたが、高２になって、こんなに塾に通うのは

きついなと思うようになりました。物理も化学も数Ⅲも新

しいことを学ばなくてはなりません。普通に考えて、文系

の方が入試が楽そうだと思い（笑）、文系にしました。文

系に進む友人が多いことも影響したと思います。志望校に

関しては、学校の友人の中にとりあえず東大に行こうとい

う流れがあり、模試も悪くなかったため、ＳＥＧで文転を

決めた高２の夏に、東大に決めました。
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学校があるときの方が受験勉強がはかどった

─受験でつらかったことはありますか。また、それを

どのように克服したのでしょうか。

藤田　高３の秋、11月から12月にかけてスランプに陥った

ことがあります。今思えば９月、10月の文化祭、スポーツ

大会のときにサボったツケが、１～２ヵ月遅れて出てきたの

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★★

❶基本的に他科目に注力すべきだったため、時間はそこまでかけていない、と思う。
　冬頃までは、ＳＥＧの授業と復習程度。特にテキストを使うことはなかった。
❷過去問は夏頃からちょこちょこ解き始めていた。
　冬以降は、毎日一問程度過去問を触るようにして、感覚が鈍らないようにした。
❸センターは、直前期に何度か解いて練習した程度。
❹ＳＥＧでもなんでも、「なぜ間違えたか」反省する、次につながる復習をすべきだし、そうしないと演習も時間の無駄
でしょう。

英語 ★★★

❶単語帳は一番使った。あとは、文法書くらいかな。
❷夏頃から、最終的には８年分ほど過去問を解いた。
❸センター対策はそれなりにやった。発音問題のさらい直しや、文法のブラッシュアップなど。
❹ＳＥＧのテキストは余裕があったら見直し、単語や文法中心にインプットした。

国語 ★★★

❷他塾で、演習中心に勉強。10年分ほど過去問を解いた。
❸国語はセンターで差が出るので特に注力。僕の場合、センター過去問を解くのと同時に、疎かになっていた古典の文
法etc.を詰め込んだ。

❺国語に関しては、特に夏～秋に集中してやることで力がついた。同じことだが、どう間違えたのか、次につながる復
習ができたことが大きいと思っている。

地理 ★★

❶他塾で学習。
❷過去問は秋頃から８年ほどは解いた。
❸自分の場合基礎的な知識量が足りていなかったので、センター対策は２次対策にもなっていたし、だからセンター対
策はけっこう頑張った。

❺「いかに基本問題で点を落とさないか」と、「自分にとっての“基本問題”をいかに増やすか」ということに注力した。

世界史 ★

❶他塾で学習、資料集や教科書はよく見たと思う。『世界史の窓』というサイトもおすすめ。
❷過去問は10年ほど解いた。
❸こちらも、自分の場合、センター対策と２次対策はつながっていた。
❺ストーリーを作って覚えようとしたが、結果的にはあまり定着しなかった。僕の勉強方法には合ってなかったかもし
れない。

　個人的に一番悔いが残る教科でもある。注力する余裕（必要）があったら、ぜひ頑張ってほしいです。

化学基礎 ★
❸ＳＥＧや学校で高2まで化学をとっていたため、ある程度はいけた。
　とはいえセンター期には対策したが、あくまで過去問演習と教科書を見直すくらいだった。

物理基礎 ★ ❸化学基礎と同じ。

受験までの私の勉強法 柴田 博史さん
❶ 繰り返し使っていたテキスト・問題集とその活用方法は？
❷ 過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
❸ センター対策としてしたことは？
❹ ＳＥＧの授業の予習・復習の仕方は？
❺ 学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強方法は？

質
問
項
目
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だと思います。ぜんぜんできなくなって、非常につらい思

いをしました。完全にメンタル面のバランスがとれなくなっ

ていました。しかし、同時にここまで努力してきて諦める

のももったいないと思いました。大学に入りたいというより

は、ここまで努力してきた年月を無駄にするのがもったい

ないという気持ちで、がむしゃらに勉強したことを覚えて

います。集中力が続かず、リスニングができなくなってし

まったため、ネットオークションなどを駆使してありとあら

ゆる東大型の問題を集め、全部やり切って気持ちを落ち

着かせる努力もしました。

柴田　高３の６月の模試で、いきなりガクッと落ちたこと

があります。今ならまだ時間があるから大丈夫だと思える

のですが、当時はずっと好調だった成績が下がったため、

かなりつらかったことを覚えています。そのとき、「俺はで

きるぞ」と自分に負荷をかけたことがいけなかったのでは

ないかと思い当たりました。そこで、その後は高望みしな

いようにしていたら、模試の成績も安定してきたため、自

分との向き合い方をその時点で学んだように思います。試

験の直前期にも点数がガクッと落ちましたが、以前の経験

から、気にしたら負けだと思うようにしました。結局、本

番は良かったのですが、最後の最後になって過去問の点

数が一番低かったときも焦らずにいられたため、メンタル

はけっこう強いなと自分を褒めたい気分でした。

鎌田　つらかったのは長期休暇の期間です。学校がある

ときは、休み時間などに友人と遊べますが、夏休みや冬

休みに入ると、自分はこの先ずっと勉強し続けないといけ

ないのかと思い、やる気が削がれてしまうのです。勉強時

間そのものは、おそらく学校があったときの方が少ないは

ずですが、明日も学校で友人と遊べると思っていられる

方が、あきらかにテキパキと勉強できていたため、勉強の

進度という面では学校があったときの方が良かったと思い

ます。ですから、長期休暇中は、近所のラーメン屋のおじ

さんと喋ったり、塾と塾の休み時間に本屋に行ったりする

ことで、気分を紛らわせるようにしていました。もっとも、

本屋に行ったおかげで、自分の進路を確定できました。

いろいろな職業への選択肢が広いという意味で法学部が

いいと思っていたのですが、本屋に通ううちに、心理学や

哲学に興味を惹かれるようになりました。一橋大には文学

系の学部はないため、であれば東大の文Ⅲだろうとなった

わけです。

上野　受験勉強しなければならないというプレッシャーを

感じ、しなければいけないのにできない自分に対峙しなけ

ればならないことがきつかったですね。なぜ、自分はやら

ないのかと思いながら日々を過ごすつらさというか、自分

自身に対する失望というか……。特にひどかったのが、鎌

田君も言っていたように、長期休暇の期間です。夏休みは

ずっとそうした悶 と々した思いを抱えながら過ごし、学校

が始まると何とか回復するものの、冬休みに入るとまた苦

悩が始まるという状況でした。さすがに冬休みは、入試

が近いという外的要因で、途中から何とか立ち直りました。

野口　落ち込んだのは、高３の12月、センター模試の点

数が悪かったときです。ただし、センター対策はセンター

が近づいてからやるつもりでしたし、対策していなかった

からという言い訳ができることもあって、それほどつらい

気持ちになることはありませんでした。ただ、年明けから

センターまではかなり勉強しました。

東大への憧れが受験勉強の支えに

─受験勉強を支えてくれたものはありますか。

鎌田　僕にとっての支えは、学校の友人でした。昼休みや

放課後にみんなでバレーボールなどをやって息抜きできた
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ことが、長い受験勉強を続ける原動力の一つになってくれ

たと思っています。

柴田　家庭環境が大きな支えになりました。模試の成績

は親には見せていないし、親も何も言わないようにしてい

てくれたことには感謝しています。

藤田　東大への憧れが強かったことが支えになりました。

東大に入れば、自分も天才になれるのではないかという幻

想を抱けたことが、先ほど触れたスランプのときに、諦め

るのはもったいないと思える要因になったのではないかと

思っています。

渡辺　私も東大への憧れだったように思います。自分がど

こまで行けるのか突き詰めてみたいといったような……。

日本で一番上の大学に入れたら、何かしらの証明になる

のではないか、将来どこに進むにしろ自信になるのではな

いかと思っていました。入学したら、面白い人にたくさん

出会えるのではないかという期待もありました。

上野　人と話すことが好きなため、学校の友人と話してい

る時間が受験勉強を続ける支えになってくれました。

──受験勉強を通して得たものがあれば教えてください。

鎌田　スキル面でいえば英語力ですが、マインド面ではあ

まりなかったように思います。

野口　自分に対する無駄な自信ですね（笑）。入試もそこ

そこいい感じで受かってしまったため、大学のテストでも

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★★
高3の夏前までにいわゆる受験の標準レベルの問題集をある程度終わらせて、夏休みからは難しめな問題および過去
問をやりました。テストゼミを苦手分野の確認に用いました。過去問は25年は解き、予備校の模試過去問にも手を
出しました。文系はワンセット100分なのでけっこうできました。

英語 ★★★★★ 帰国子女なので大した苦もなくできました。高２で基本事項はだいたいやって、高３からは過去問をやっていました。

国語 ★★★
現代文はセンター過去問をこなすうちにできるようになりました。古文、漢文もセンター過去問をやるうちにだんだん
分かるようになりました。センターは赤本および、予備校のセンター模試過去問を合計40セットぐらい１年かけてやり
ました。過去問は10年ぐらいやりました。

地理 ★
苦手でした。資料集を何冊か買ってみたものの、結局どう勉強していいか分かりませんでした。センターは年が明け
てから一日一年分やり、過去問はやっても解けなかったので、そんなにやりませんでした。

日本史 ★
苦手でした。でも、地理に比べて知識と点数が比例してくれたので、まだ地理に比べて意欲的に取り組めて、最後は
足を引っ張らない程度にまとめられました。教科書をしっかり読みました。過去問の取り組み方は地理と同じです。

物理基礎 ★★ 特になし

化学基礎 ★★ 特になし

受験までの私の勉強法 野口 慧太朗さん

何とかなるのではないか思ってしまっています。

柴田　自分を信じてくれた家庭環境のおかげで、自分で

自分を支えよう、くよくよしないようにしようという心の持

ち方ができるようになりました。まさに受験勉強を通して

身についた能力だと思っています。
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藤田　休みの日の朝は、いくらでも勉強できるという気に

なるものの、結局は勉強しないまま夜を迎えることが多い

ことから、自分の性格がよく分かるようになりました。自

分の性格が分かってからは、その対処法として、カフェに

行く、図書館に行く、誰かと勉強するといった工夫ができ

るようになりました。また、ＳＥＧでの数学の証明が、今

学んでいる法学の勉強に近いことが分かったことは、大き

な収穫だったと言えます。数式でやることを文章でやるよ

うな感じで、数学と文系の学問がつながっているという、

意外な発見をすることができました。

渡辺　受験勉強というと、スキルみたいなものが注目され

がちですが、実は、みんな何かしらのゾーンに入って、楽

しいと感じられる瞬間があったのではないかと思っていま

す。そのゾーン感というか、突き詰めたら楽しくなる、学

問はすべてつながっているということを、受験を通して一

瞬でも感じられたことは、これからもそういう瞬間を感じ

られる可能性があるという意味で、いい経験をさせても

らったと思っています。

上野　勉強する習慣が身についたことが最大の収穫だと

思っています。中高時代の勉強は、定期テストの前の一夜

漬けくらいでしたが、大学に入ってからは、きちんと毎日

勉強しています。宿題は当たり前ですし、小テストがあれ

ばそれに向けての準備もしています。さらに、司法試験に

向けた勉強も始めているため、本当に勉強するようになり

ました。その遠因として、ＳＥＧが本当に楽しかったこと

があげられると思います。

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★★

❶ＳＥＧの青本…間違えた問題を解き直し。
❷センター試験前から20年分ほど。
❸センター向けの問題集と過去問を解いた。
❹先生の指示がある際は、それに従って事前に問題を解いてくるなどの予習をした。復習については、間違えた問題
を解き直した。

❺高３　テストゼミの復習を心がけた。

英語 ★★★★★

❶洋書
❷センター試験後に５年ほど。
❹指示がある場合のみ予習し、復習に関してはテストゼミを見直した。
❺高2から高3にかけて　TOEFL対策コースでレベルの高い生徒と授業を受けた。

国語 ★★★★

❶他塾で配られたプリント。
❷センター試験前から10年程。
❸過去問を解いた。
❺高3　文章の構造的な把握に努めることで主観をなるべく排した解答を心がけた。

世界史 ★★★

❶『東大世界史』（駿台）
❷夏休みから25年ほど。
❸センター向けの問題集と過去問を解いた。
❺高3　あやふやな知識を反復を通して定着させた。

日本史 ★★★

❶『東大日本史』（駿台）
❷夏休みから25年ほど。
❸センター向けの問題集と過去問を解いた。
❺高3　知識量が増え、思いついたことを書くのではなく、書く内容を吟味できるようになった。

物理基礎 ★★★★★
❶駿台のセンター向け問題集
❸学校まかせ。センター１ヵ月前くらいから対策。

地学基礎 ★★★
❶駿台のセンター向け問題集
❸学校まかせ。センター１ヵ月前くらいから対策。

受験までの私の勉強法 鎌田 将さん

❶ 繰り返し使っていたテキスト・問題集とその活用方法は？
❷ 過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
❸ センター対策としてしたことは？
❹ ＳＥＧの授業の予習・復習の仕方は？
❺ 学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強方法は？

質
問
項
目
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自分から能動的に動かないと何も始まらない

─大学生活について、力を入れている活動や、興味深

い授業などがあれば紹介してください。

藤田　地文研究会地理部というサークルに入っています。

標高を加味した立体地図を作っていることが有名で、テレ

ビ番組の取材も受けたことがある町歩きサークルです。東

大に対しては、幻想がありました。国立なので設備は古く、

Wi-Fiが入らないとか、電球がつかないといったこともよ

くあります。ただ、他大学に行きたいと思ったことはあり

ません。まだマスプロ型の授業しか受けていませんが、教

授の話すスピードが早くてついていけないときがあります。

一流の学者に習えると思って東大に入ったのですが、確か

に一流の学者で授業の中身は間違いないものの、教え方

は一流ではないという印象です。面白い授業ということで

は、元プロ野球投手の桑田真澄氏に、東京ドームで野球

を習う授業を受けたことがあります。なかなか得難い経験

でした。

渡辺　私は、すばらしい教授たちに囲まれたキラキラ生活

を想像していましたが（笑）、先生がとつとつと話している

のを聞くだけの授業も多いのが現実です。ただ、受け身

にならず、話している内容をちゃんと理解しようとすれば、

面白いことを話されていたりします。大学は中高と違って、

先生方が何から何まで教えてくれるわけではありませんか

ら、中高とは異なる学び方が必要だと感じています。東大

は、大学の支援で海外に行けるプログラムが豊富なのが

ありがたいと思っています。私も、南京やフィリピンなど

で行われるプログラムに参加してきました。

上野　サークルはフットサルと、バンドに入っています。バ

ンドではトランペットを吹いています。大学の授業は、こ

んなものかなという感じです。楽しい時間といえば、サー

クルと、食堂での友人との会話です。

鎌田　授業では、「倫理」が面白いと思っています。命に

ついてみたいな授業で、授業のたびに先生のやさしい人格

に心打たれています。サークルは、レーシングカーを作る

東京大学フォーミュラファクトリーに所属しています。小学

生のとき東大の学園祭で見たことを覚えており、しばらく

忘れていましたが、立て看板を見て思い出し、入会しまし

た。当時はレーシングドライバーを夢見ていましたが、今

はリアサスペンションを担当しています。

野口　サークルは、以前から興味があったアメフトサーク

ルに入り、初めてのアメフトを楽しんでいます。授業に関し

てはもう少し話のうまい先生がいたらいいのになぁと感じ

ています。ただし、大学では自分で能動的に動かないと

何も始まらないということだけは痛感しています。

柴田　確かに必修の授業はこんなものだろうと思います

が、選択授業の中には面白いものがけっこうあります。例

えば文系学生向けの「物理化学基礎」は、複雑な計算式

などは使いませんが、最終的には人工生命をどう作るかと

いう話につながっていく、とても興味深い内容でした。他

の大学など、専門性をもって入ったら身につかなかった化

学とかに触れる機会があって良かったと思います。
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司法試験を目指す人、東大で将来を探す人

─大学時代にやっておきたいことや、将来の抱負など

について聞かせてください。

柴田　学生時代に国内旅行や海外旅行を経験しておきた

いと思っています。今取っている授業の一つに、毎週官僚

の方が来てお話しされる科目があるのですが、官僚もやり

がいがある職業であることに気づくことができました。将

来、官僚になるかは別として、そういう方向も考慮に入れ

たいとは考えています。もう少しすると進学選択があるた

め、納得のいく選択をしたいと思っています。

野口　心を込めて打ち込めるものを早く見つけたいと思っ

ています。将来については、今のところ何も考えていませ

んが、東大の授業を受けながら見つけていきたいといった

ところです。とりあえずは進学選択の際の選択肢の幅が広

がるように点数をとる努力をしていきます。

鎌田　在学中にやってみたいことも思い浮かばず、将来

やってみたいことも特にありませんが、それが問題だとい

う自覚はあります。もっとも、サラリーマン人生だけは回

避したいと思っています（笑）。実は、進学選択制度は「行

きたい学科に行けるシステム」だと思っていました。とこ

ろが、実際は「成績が低いと行きたくない学科に行かされ

るシステム」だということが東大に入ってから分かりました

（笑）。１学期の成績が想像以上に悪かったため危機感を

感じています。

上野　司法試験には合格したいと思っています。弁護士に

なるかならないかは決めていません。ただ、起業には興味

があります。性格的に公務員は合わないと思っており、や

りたいことができるような仕事に何とか就きたいと思って

います。社会人になったら時間的な制約があるため、在学

中はスポーツと音楽を楽しみたいと思っています。

──２年生の方は進学選択でのご苦労はありましたか。

渡辺　文Ⅰから法学部へは、単位さえあれば進学できる

ため、学内では「文Ⅰ貴族」と呼ばれています。ですから、

私は進学選択で苦労はしていませんが、周りには苦労して

いる人もいて、特に理系は大変そうです。語学を落とすと

進学選択で苦労しますから、語学はしっかりやっておいた

方がいいと思います。「脱法」といって、文Ⅰから法学部

以外の学部に進む学生もいるし、文Ⅱ、Ⅲから法学部に入っ

てくる学生もいて、みんな進学選択をけっこう活用してい

るなと感じます。

藤田　僕も「文Ⅰ貴族」ですから、苦労はしていません。

ただ、文Ⅰから後期教養学部に進学した同級生は、受験

に近いような勉強をしていました。進学選択に失敗すると

「降年」といって、１年間留年して行きたい学科に行く学

生もいます。法学部と違って理系は定員が10数人程度の

学科もあるため、かなり苦労していると思います。

──お二人の抱負もお聞かせください。

渡辺　６年間受験勉強したから、２年間はサボろうと思っ

てわりと遊んでいたため、そろそろ本腰を入れようと思っ

ています（笑）。在学中は、海外プログラムを活用して、ど

んどん海外を経験してみたいと思っていますし、アルバイ

トも含めて、いろいろな職業に触れたいと思っています。

卒業後は、弁護士になるつもりでいます。



42

藤田　僕たちは、司法試験に対応した７法が必修の２類に

いるため、司法試験は受けるつもりです。授業で民法の

大改正を習ったことで、将来は、法改正に携わるのもい

いかなと思い始めています。現行法の理解も含めて一番頭

を使う作業ですから。公務員は嫌なので、弁護士になって、

法改正の委員会に実務家として入るという選択肢がベスト

かなと思っています。食事や治安の関係で、海外にはあま

り行きたくないのですが、弁護士になったら留学しないわ

けにはいかないため、困っています（笑）。まだ教授と親

密になるような授業はないため、３年次になったらゼミを

とってもう少し突っ込んだ話をしたいと思っています。

楽しく勉強したいならぜひＳＥＧへ

─これから塾選びをしようという人や、行くべき塾に

迷っている人に向けてメッセージをお願いします。

柴田　受験勉強をするなら、後悔しないやり方をした方

がいいと思います。塾に入らなければならないわけではあ

りませんが、入れば勉強する場は確保できます。結局は、

自分で勉強しなければならないのですが、ＳＥＧもそうい

う勉強ができる場としてかなり良いものを提供してくれて

いるのは間違いなく、僕もＳＥＧで多くのものを学ぶこと

ができました。

野口　本来はつらいはずの受験勉強も、ＳＥＧだと楽に楽

しく学べますから、お勧めします。

鎌田　僕は、受験勉強が楽しくなるとまでは言い切れませ

んが、ＳＥＧは他の塾に比べて苦痛が少ないことは確かだ

と思います。そういう観点から考えれば、ＳＥＧを選ぶの

は良い選択だと思います。

上野　ＳＥＧは楽しんだ者勝ちだと思っています。受験勉

強をするだけなら他塾でもいいと思いますが、楽しく勉強

したいならＳＥＧです。この「楽しい」というのがＳＥＧの

最大の魅力だと思っています。

藤田　ＳＥＧはけっこう大学に近い環境だと思います。勉

強したかったらすればいいし、したくなかったら放っておい

てくれます。お菓子を食べていいし、友人との交流もあり

ますが、目の前ではハイレベルな授業が展開されています。

大学に入る前に、まさに、大学の疑似体験ができるよう

な場所ですから、ぜひ入っていただきたいと思います。最

後に、将来的に東大文系を目指すならば、世界史と日本

史の背景知識がないと入学後にかなり苦労するということ

をお伝えしておきたいと思います。

渡辺　受験勉強のスキルだけでなく学問の楽しさを伝えて

くれるのがＳＥＧだと思っており、大学２年になった今で

も貴重な体験だったと言い切ることができます。いろいろ

な経験や新しい発見を得られる場ですから、迷っている人

はそのチャンスをぜひ掴んでほしいと思います。


