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自分のやりたい勉強ができる
ＳＥＧの自由さに惹かれて

─自己紹介をお願いします。あわせてＳＥＧに入られ
た時期と、入塾のきっかけを教えてください。
岡田　東京大学文科Ⅰ類の岡田哲明です。出身は駒場東
邦で、ＳＥＧに入塾したのは中３の春、すでにＳＥＧに通っ
ていた友人の紹介です。実際に授業を受けてみて、数学
の原理や考え方を学ぶＳＥＧのスタイルや、宿題があまり
多くなく、拘束的でないことが気に入り、自分のための勉
強ができると思い入塾しました。
清田　同じく東京大学文科Ⅰ類に入った清田耀仁です。麻
布高校出身です。僕は中学・高校の6年間ＳＥＧに通い
ました。中学に入学した時、「とにかく英語の勉強だけは
しっかりやろう」と決意したのですが、中学受験がとても
つらかったので、ガチガチに勉強するのは嫌でした。もと
もと小説を読むのが好きだったため、説明会で多読に触
れ、「こういうふうに、本を読む授業ならやっていけるか
な」と思ったのがＳＥＧに決めた最大の理由です。その後、
高１の後半に大学受験を意識するようになり、苦手だった
数学も克服したいと思い受講することにしました。
福元　巣鴨高校出身、東京大学文科Ⅱ類の福元隆です。
中２からＳＥＧに通い始めました。海外や言語に興味が
あったのですが、姉が海外（オーストラリア）の大学に入
り、充実した暮らしぶりなどを聞くうちに海外への意識が
ますます高まりました。生の英語に触れる機会を持ちたい
と思い、外国人の先生に教わることができるＳＥＧへ入り
ました。また小学生の頃から好きで原書で読みたい本が
あったことも、英語多読に力を入れているＳＥＧに入塾す
るきっかけになりました。
山中　東京大学文科Ⅲ類に進んだ山中綾子です。学習院
女子出身です。私は中学時代、とにかく数学が苦手でし
た。苦手な数学を何とかしなければと思い、塾を探して
いたところ、数学の得意な友人が通うＳＥＧにたどり着き
ました。

塾の概念が覆される
オンリーワンのＳＥＧの授業

─ＳＥＧの第一印象はどうでしたか。
岡田　数学の最初の授業をよく覚えています。「確率」の
授業でしたが、全員に１円玉が配られ、投げて表・裏が
出る確率の実験から始まったんです。一般的な数学の授
業だと公式を覚えるところから始まるのでしょうが、自分
でやってみるところから始まるので、抵抗感なく数学の世
界に入っていけました。また教室の前の方にいる生徒たち
が、先生と一対一に近い感じで活発に話をしていたのも印
象的でした。「数学が好きな人、得意な人ってこんな感じ
なんだ」と刺激を受け、勉強する意欲がわきましたね。
清田　入ってすぐに受けた外国人パートの授業が新鮮でし
た。それまで英語に触れた経験は読む・書くが中心で、「話
す」のはＳＥＧが初めてだったんです。外国人パートでは、
英会話と同時に子供向けのアニメや映像が多用されてい
て、「外国で暮らしている人たちはこういう生活をしている
んだな」と英語を身近に感じられました。
福元　英語の授業を受講しましたが、塾に対して「堅い」
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「強制的」という既成概念ができていた僕にとっては衝撃
的でした。前半の多読パートは、生徒一人ひとりが自分の
ペースで黙 と々本を読むため、静まり返った教室に、本を
めくる音だけが響きました。後半の外国人パートに入ると
一転、ペアワークやグループワークも取り入れながら、と
にかく「話す」ことに主眼が置かれています。勉強してい
るというよりも、クラスメイトと英語でおしゃべりを楽しん
でいるという感じで、参加したいと思わせてくれる授業で
した。どちらのパートも塾の概念が覆されました。また多
読では児童向けの本から入るので、中１の時、英語が得意

だった僕は「こんなの読めるよ」と思っていました。でも
実際に本を読んでみると、児童書独特の表現があったりし
て、短い文章なのにすごく勉強になることに気づきました。
清田　それは僕も感じました。現地で日常的に使われるよ
うな表現があって、日本の教科書での勉強ではまず出て
こないなと思うことも多かったです。
山中　私が春期講習で初めて受けたのは「整数」の授業
でした。学校では単なる公式として習ったことも、ＳＥＧ
ではその式の成立理由から教えてくださいました。ただ、
その後で受けた入会試験では手も足も出なかったんです。

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★★

❶青本とクリーム本に載っている問題を繰り返し解いた。
❷東大の過去問はセンター後に10年分を解いた。
❸センター対策は、センター試験の形式に慣れるために過去問を２年分解いた。
❹ＳＥＧの予習ではできるだけ多くの解法を考えるようにしていた。復習では自身の苦手な項目を整理するとともに、

解法の選択に至るまでの思考過程を中心に確認した。また、復習時には、今回の解法を他のどのような問題に応
用できるかということを常に考えるようにしていた。

❺高２～高３時、順序立てて（確信を持って）解答を導けることが多くなり、実力の向上を感じた。

英語 ★★★★

※英語は他塾に通っていた。
❶問題演習で解いた英文を日々音読していた。市販の問題集はほとんど解かなかった。英単語を覚える際には語根

に注目して整理していた。
❷東大の過去問は２年分を解いた。
❸センター対策としては過去問を１年分解いた。
❺高２の時に英語を英語のまま（日本語を介さずに）読むことができていると感じ、英語力の向上を実感した。

国語 ★★★

❶現代文はセンター試験の過去問や東大の過去問を用いた記述練習（記述の要素を拾う練習）を中心に、古文・漢
文は単語や文法を徹底的に暗記することを中心に据えて学習していた。古文単語帳『古文単語315』と漢文の単語・
句法集『新明説漢文』を繰り返し使っていた。問題集はあまり解かなかった。

❷東大の過去問は９月頃から約10年分解いた。
❸センター対策は、センター試験の形式に慣れるために過去問を約10年分解いた。
❺高１～高２時、古文・漢文の成績が安定するなかで実力の向上を感じた。

世界史 ★★★★

❶教科書『世界史B』と資料集『タペストリー』を常に参照していた。
❷東大の過去問は１月頃から約40年分を解いた。東京大学は特に、過去問を分析して出題されるテーマや分野につ

いて傾向をつかむことが、頭が整理されるという意味でも大切だと思う。
❸センター対策は特にしなかった（２次試験対策がそのままセンター対策になった）。
❺２次試験直前まで、過去問をたくさん解く過程において知識が体系的に結びついていくことを感じ、学力の向上を

感じた。

地理 ★★★★

❶資料集『地理の研究』を常に参照していた。
❷東大の過去問は１月頃から約30年分解いた。
❸センター対策としては、過去問を約25年分解いた。センター地理は傾向が比較的顕著なので、それを繰り返し解く

ことはセンター対策として非常に重要であるうえに、問題の選択肢の記述が簡潔であるので２次試験の記述対策に
もなる。

❺地理も世界史と同様、２次試験直前まで実力の向上を感じた。

受験までの私の勉強法 岡田 哲明さん

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

※表中に出てくる「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。
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学校でまだ習っていない範囲の問題も出題されたこともあ
り、何を問われているかも理解できなくて、全然点数が取
れませんでした。「ＳＥＧとは縁がないんだな」と諦めかけ
たのですが、ギリギリ救っていただいて（笑）ありがたかっ
たです。ＳＥＧの授業の進め方はかなりハイペースでした
が、分かりやすく説明してくださいましたし、問題が解けず
に悩んでいると、机の間を回ってくる先生が適切なアドバ
イスをしてくださいました。また、周りに数学好きの人がい
るのも刺激になりましたね。少しでも追いつこうと数学に取
り組むうちに、いつの間にか数学が好きになっていました。

多読では、知らず知らずのうちに
英語の力が身についていた

─印象に残っている授業・先生を教えてください。

清田　英語の外国人パートでは、Ben先生の授業が面白
かったです。ゲームなどを通して、自然に英語を使うよう
な状況を作り出してくれます。おかげで英語で話すことに
恐れを感じなくなりました。また会話のなかで、外国人講
師ならではの自然な文法を教わったのも印象的でした。
福元　Nick先生の授業では、グループワークが多かった
印象があります。ペアワークだと、どちらかが黙ると会話
が続かないけれど、グループだと誰かがフォローしてしゃ
べり続けられるので、僕としてはありがたかったです。ま
た、グループで劇を演じるのも面白かったです。決まった
台詞があるので話すことへの抵抗感が弱まり、そのうちに

「うまくしゃべらないと」という意識が払拭され、間違い
を恐れずに口に出すのが当たり前になっていました。一方、
多読パートの里岡先生は先生というより友人に近く、気
軽に話せるフレンドリーな雰囲気で印象に残っています。
先生が生徒各人の興味を優先して本を選んでくださるの

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★

ひたすらＳＥＧのテキストの復習。クリーム本に加えて、単元別の数ⅠA、ⅡBをまとめたテキストの練習をした。過
去問は11～12月くらいから始めた。『東大数学25カ年』を古い順から大問ごとに、時間をかけて解いていった。直近
10年弱分は時間を計ってセットで解いた。センター対策は、過去問・模試の問題集を時間を計って解くことで、時間
内に解き切るための時間配分を練習した。ＳＥＧの授業では復習を重視し、授業が終わって次の授業までに必ずテ
キスト、テスト演習の問題をもう一度解いた。長期休みには、前の学期の問題をもう一周した。夏休みに集中的に数
学を勉強し、２回目のテスト演習で相当良い点数が取れた時は成長を実感した（そのあとうまく成績は伸びなかった
が……）。

英語 ★★★

『鉄壁』で単語・熟語を覚えた。『リンガメタリカ』は単語帳というよりあるテーマについての基本的な情報（常識？）
を学ぶための文章として読んだ。過去問はあまり解くことができず、英文解釈の問題や、苦手な単語の穴埋めの問題
を除いてはセットで数年分を解くにとどまった。ＳＥＧでは、授業で分からなかった部分をメモしておき、復習して覚
えることに努めた。センター対策は過去問を解くことに努めた。ＳＥＧで２学期以降にテスト演習を重ねていくなかで、
時間内に問題を解く力が伸びたと感じた。

国語 ★★★★

現代文はもともと得意分野であり、東進の講習を数回受講し答案の添削を受け、学校で過去問の答案の添削をして
いただくなど、過去問を中心に演習をした。逆に、古文・漢文は比較的苦手な分野であった。これについても、古文
単語帳や、『文脈で学ぶ 漢文句形とキーワード』等で勉強した後に、１月のセンター後に過去問を10年分解き、解
説を読み込んだ。

世界史 ★★★

世界史は日本史と比較して苦手な科目だった。駿台で高３の４月から授業を受けて基礎的な知識を積み重ねるととも
に、東進では主に東大の過去問の演習、記述問題の書き方を勉強した。過去問は12月頃から解き始め、主に基礎的
な知識の短答問題や中程度の長さの記述問題を中心に演習した。また、知識の詰め込みという面では、センター試
験の対策、過去問が非常に役に立った。一見して分からない記述問題について、教科書や参考書等を参照しながら
自分の言葉でまとめるという訓練が非常に力になった。

日本史 ★★★★

日本史は比較的得意な教科だった。駿台で高３の４月から授業を受け基礎的な知識を積み上げるとともに、授業内の
記述問題演習を通じて記述力を伸ばすよう努力した。世界史と同様、一見して分からない記述問題について、教科書
や参考書等を参照しながら自分の言葉でまとめるという訓練が非常に力になった。センター試験の過去問対策は知
識の面で非常に力になり、センター後の東大の過去問演習の時に学力の成長を実感した。

受験までの私の勉強法 清田 耀仁さん
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で、どんどん読み進めることができ、読む本の語数が伸
び出したのもこの時期でした。次はどんな本を勧めてもら
えるのかと毎回楽しみだったのですが、僕がずっと「『ダ
レン・シャン』を原文で読みたい」と言っていたことを覚
えていてくださって、「そろそろ読んでみる？」と本を差し
出してもらった時は嬉しかったです。原文ならではの表現
にも接することができ、二重の喜びでした。また先生が
作ってくださるプリントも分かりやすく、多読の補助にな
りました。
清田　中学時代に多読を教わった菅原先生は、背中を押
してくれる感じでした。「今日はあまり読む気が起きない
な」というような時には、決して無理強いせず、モチベー
ションを保てるよう優しく接してくださいました。一方、高
校時代に担当いただいた古川先生・町田先生はスパルタ
で、チャレンジングな本を示し「難しいけれど頑張って読
もう」という気力を引き出してくれるタイプでした。教え
方は違うものの、その時の僕に合う指導をしていただけた
と感謝しています。多読のおかげで多くの面白い本や興味
深い本に出会うことができ、大量の英文を読み書きする
ことに対する恐怖心がなくなりました。さらに入試直前ま
でお世話になったのが渡辺卓先生です。受験に即した内

容の授業が分かりやすかったと同時に、そこから発展して
ニュース記事などを素材にいろいろな話をしてくださるの
が楽しかったです。読解や英作文の精度を上げることに集
中できたおかげで、テストゼミでは、安定しなかった成績
が後半にはコンスタントに高得点を取ることができるよう
になりました。
福元　高２までは受験英語を意識せずに、より実用的な
次元で英語を学ぶことができ、僕としては勉強をしている
という感覚はあまりありませんでした。一方で高３の「受
験多読コース」で教わった小原先生には、受験を意識し
た英文法や英文の読み方などを体系的に学ぶことができ、
受験対策としても大いに役立ちました。

一人ひとりに対して
丁寧なコメントが返ってくるのが励みに

─数学の授業はどうでしたか。
山中　高２の安川先生の授業が大好きでした。授業が分
かりやすいのはもちろん、ギャグが面白くて一人でずっと
笑っていた記憶があります。高３で教わった千葉先生、伴
先生にも本当にお世話になりました。千葉先生は質問に
丁寧に答えてくださったり、次の授業までに分かりやすい
解説を用意してくださるなど、数学が苦手な私をフォロー
してくださいました。伴先生も、生徒一人ひとりに勉強に
対するコメントを書いてくださるのが励みになりました。特
に夏の面談で模試の結果を見せた時、伴先生が「これか
ら頑張ろうね」と言ってくださったことがやる気を出すきっ
かけになりました。私の出身校はいわゆる進学校ではな
いので、 模試を見せてコメントをもらえる機会は少なかっ
たんです。伴先生の一言で、受験勉強のスイッチが入りま
した。
岡田　実際に授業を受けてみて、問題を解くテクニックで
はなく、もっと根本的な考え方を学ぶことができ、楽しみ
ながら数学の力を伸ばすことができました。なかでも岡本
先生や伴先生の授業は、「数学を好きにさせてくれる」よ
うな魅力的な内容で、強く印象に残っています。例えば
岡本先生が難しい式を示して「これをグラフにしてみよう」
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という問題を出した時のこと。最初はみんな「？」でした
が（笑）、数字を代入して一つひとつ点を書き、つなげると
ハート型のグラフになりました。教室が一気に盛り上がり、

「数学って楽しいんだな」と素直に思えました。一方伴先
生は、論理の重要なところを何度も教えてくださいました。
論理記号を使った解説には最初、戸惑いもありましたが、
何度も繰り返すことで３回目くらいには根本が理解でき、
頭がすっきりしました。その繰り返しで論理的思考力が身
につき、苦手な人が多いと言われる軌跡・領域の問題もす
んなり解けるようになりました。高３のテストゼミでは、先
生が丁寧に添削してくださったおかげで、しっかり自己分
析できるとともに、限られた時間のなかで確実に合格点を
取るにはどのように問題に向き合えばよいかを、実際に学
ぶことができました。
清田　数学は最も苦手な科目でした。ＳＥＧでは単なる
解法の説明に終わらず、そこに至るまでの思考法も学ぶこ
とができ、苦手意識を徐々に払拭することができました。
高１でクラスに入った当初は下のクラスでしたが、千葉先
生が親身になって指導してくださり、上のクラスに行くこ
とができました。また、文系に決めた高２の途中頃から少
し数学のやる気がなくなったのですが、塾を辞めずに続け
られたのは岡本先生のおかげです。話が面白くて、それを
聞くために授業に出ていたようなものです。先生方からは
みな、数学が大好きで教えるのが楽しいというのが伝わっ
てきて、それに引っ張られた部分もあると思います。質問
に行った時に分かるまで対応していただいたことや励まし

の言葉、提出した答案にさまざまなコメントが書かれて返っ
てくるのも励みになりました。
福元　僕も数学は苦手科目でした。中２で数学クラスを体
験したのですが、当時は生徒が10人足らずでした。遊び
の要素が強い内容で、自分には合わないと思いすぐに受
講を辞めてしまいました。それでも数学のクラスのことは
気になっていて、時々教室を覗いていました。そのうちに
生徒の人数が増え、内容もどんどん高度になり……、辞
めずに続けていたら数学が苦手にならなかったかも、と少
し残念に思っています。その後は、高３の時に直前講習
で大澤先生の授業を受けました。
清田　大澤先生の授業は、あらかじめ予習したノートを授
業前に提出すると、採点しコメントをつけて返してくださ
います。最後まで解けていなくても、「ここまで解けたら
〇点」「この考え方が間違っているから○点減点」という
具合に、部分点を明確に示してくださるので、途中で諦め
ない力もつきました。今年の東大文系の数学は例年より難
しかったのですが、おかげで投げ出さずに最後まで問題
に取り組めました。
山中　途中まで問題を解きながら、別の解き方を思いつ
いて「こちらの解き方のほうが簡潔だと思うのでこちらも
書きます」と書いて提出したところ、両方の解法とも採点
してくださったのが忘れられません。
福元　僕も大澤先生の直前講習は印象深いです。直前講
習で問題にあたる時には、きっちり時間を計り、部分点も
意識して本番の予行演習のつもりで取り組んでいました。
数学が苦手な僕ですが、一度だけ成績上位の表に載った
ことがあります。「よしやれる。頑張ろう」とモチベーショ
ンが高まりましたね。

あらゆる分野に応用できる
論理的思考力を修得

─ＳＥＧの授業を通して身についた力は何ですか？
清田　多読によって英文に慣れたことが大きいと思いま
す。ただ、多読の効果を実感するまでには結構時間がか
かり、中学生の頃は英語の長文に接する時に「嫌だな」
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と思うこともあったんです。それが多読でテキスト１ページ、
２ページという長さの文章に慣れたおかげで、長文の英文
がまったく苦にならなくなりました。
福元　多読で多くの本に接する経験を経て、英語がどん
どん身近になりました。10万語くらいの本を読むようにな
り、外国人パートの授業を通して英会話がストレスフリー
になり、洋画を字幕なしで観るようになり……、自分が英
語圏にいるような錯覚を覚えました。高１の時に３カ月カ
ナダに留学し、ますます海外への興味が高まり、海外進
学も視野に入れるようになったのですが、こうした行動に
僕を駆り立ててくれた原動力はＳＥＧがくれたと思ってい
ます。
岡田　論理的で柔軟な思考力が身につけられたことです。
数学の楽しさを知ることができたのはＳＥＧならではだと
思いますし、論理的な思考力は数学だけでなく、あらゆる
分野に応用がきくことを実感しています。実際、受験直前
に別の塾の模試を受験したのですが、ＳＥＧ生であれば
難なく解ける軌跡の問題に対して苦戦している生徒が意
外と多く、ＳＥＧで身につけた論理的思考の重要性・優位
性を実感しました。
山中　私はとにかく苦手の数学を克服できたことが一番
の収穫です。一つの問題に対して、いくつもの解法がある
こと、数学を好きになれたことで、世界が広がった気がし
ています。

自習室の雰囲気が
自分への刺激になった

─授業以外で印象に残っていることを教えてください。
山中　ＳＥＧの自習室をよく利用しました。各大学の赤本
など資料が充実していますし、勉強している人がたくさん
いるので、みんなで頑張っているという気になります。そ
んな雰囲気が気に入り、高２まではクラス分け試験の前
に、高３になってからは毎日のように朝から夜まで自習室
に通いました。受付の人が優しく接してくださったり、帰
りに警備の方が「気をつけて帰ってね」と声をかけてくだ
さったりするのも楽しみでした。

清田　僕も自習室をよく利用しました。自習室は一人ひと
りのスペースに区切られているところが多いですが、ＳＥＧ
の自習室は仕切られていないので開放感があります。みん
な熱心に勉強しているので刺激も受けましたね。
福元　僕は基本的には家で勉強するタイプでしたが、自
習室は刺激をもらう場として時々利用しました。勉強して
いる仲間の姿を見て「負けたくない」「絶対受かりたい」と
自分のモチベーションを高めることができました。
岡田　僕も基本は自宅で勉強していましたが、集中が切
れるときには自習室に行きました。みんなが真剣に勉強に
取り組んでいる雰囲気が伝わってきて、自然と切磋琢磨
できる良い環境だと思います。また、ＳＥＧに通うことで、
学校以外に友人ができました。めちゃくちゃ数学が好きで、
楽しいことを教えてくれた人たちと出会えて、数学に対す
る考え方が変わりました。
福元　生の英語そのものが身についたことと、言語好きの
人とたくさん知り合えたことが大きいですね。イギリスの
大学に進学した人もいて、イギリス英語とアメリカ英語の
発音など、かなりマニアックな話をしたことを覚えています。
自分の好きな分野の友人ができたのも、ＳＥＧに通ったか
らだと思います。
清田　確かにＳＥＧでは、学校では出会わないタイプの人
に会えましたね。僕が覚えているのは、趣味でロシア語
を勉強している人です。「同級生なのにスゴイ人がいるな」
と感心しました。
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進学選択制度、学びの環境、留学制度、
それぞれの東大志望理由

─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。
清田　僕はもともと生物が好きで、精神医学を勉強した
いと思っていました。高２までは理系の勉強も進めていた
のですが、数学が苦手なこともあり、改めて本当に興味
があるのは何かと考えたところ文系で扱う内容だったの
です。ただ、やりたいことがいろいろあって進路を絞り切
れませんでした。東大には進学選択制度があり、２年生
の前半まで学部選択を先延ばしできます。幅広い分野を
見てから学部学科コースを決めたいと思って東大に決めま
した。
岡田　僕も高２まで文系・理系を決めかねていました。決
め手になったのは高校時代の経験です。友人たちと国際
問題を扱う模擬国連に参加するための部をつくり、活動し
ていたのですが、そこでいろいろな大人の方と会う機会が
あり、さまざまな考え方や生き方に触れることができまし
た。その中に東大法学部を卒業し、弁護士として国際的
に活躍している方がいらっしゃって、生き方に惹かれたの
が一つです。もう一つのきっかけは、高２の夏休みにアメ
リカに留学し、図書館など学びの環境が大事だと実感した
ことです。日本で学びの環境が充実したところは、と考え
て東大、という進路が浮かびました。
福元　中１の頃から漠然と「東大に行ければいいな」と考
えていました。具体的な進路として意識し始めたのは高２
の初めで、留学を体験してからです。海外の大学への進
学も考えたのですが、熟考したところ「ただ海外で生活し
たいだけなのでは？ それなら大学時代に留学すればいい」
との結論に達しました。東大は１年間の交換留学など海外
留学制度が整っていることが大きな魅力でした。また、国
際の場で外国人と対等に活躍するためには、会計や経済
などの知識が不可欠だと思い、文Ⅱを志望しました。
山中　東大はずっと憧れの大学で、現実に意識したのは
高２の頃でした。私も進路が絞り切れなかったので、進学
選択制度に魅力を感じたのです。ただ、私の高校から東大

を目指す人は多くないので、受験に関する情報が少ないの
は心配でした。ＳＥＧの先生方に相談すると、いろいろア
ドバイスをくださったので助かりました。希望通りに東大
に入れたので、１年次は幅広くリベラルアーツを学び、自
分のやりたいことを見つけたいと思っています。

最後まで不安が消えなかった
受験直前期

─受験勉強に力を入れ始めたのはいつ頃で、何かきっ
かけがあったのでしょうか。
岡田　高３になって受験を意識しましたが、力を入れ始め
たのは夏頃でしょうか。夏期講習で「東大図系数学」「東
大解析数学」「東大文系数学腕試し」と受験向けの講座を
受講し、受験への意識が高まりました。
清田　僕の場合はじわじわと受験モードに入ったという感
じです。高２で進路を決め、「勉強しなくちゃ」と思い始
めながらも高２の終わりまで部活のオーケストラを続けま
した。高３に入ってからセンター試験向けに別の塾で社会
科の勉強を始め、「受験の天王山」と言われる夏休みにな
ると、ＳＥＧの自習室にこもって勉強に集中しました。
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福元　受験に対する気合が入ったのは、去年の東大合格
発表の日です。実際に発表を見に行き、仲の良かった先
輩をはじめ、合格を喜ぶ人たちの姿を見て、「来年は自分
がここにいるんだ」という思いが最高潮に達したのです。
それをモチベーションに、受験勉強に取り組み始めました。
─ＳＥＧのどんなところが大学受験に役立ったのか、
合格につながったポイントを教えてください。
岡田　数学では、青本とクリーム本を中心に、載っている
問題を繰り返し解きました。授業の予習では、一つの問
題に対し複数の解法を考えるようにし、復習時には答が出
るまでの過程をしっかりと確認するようにしました。そう
やって解法を自分のものにすることで、応用問題にも対応
できる能力が身についたと思います。
山中　私はクリーム本とテストゼミの問題にしっかりと取
り組みました。特にクリーム本は良問が揃っていて、１冊

にまとまっているからこそ「全部解けるようになってやろう」
とモチベーションがあがりましたね。何度も繰り返し解い
たことと、夏休みに徹底的に復習したことで実力が伸ばせ
たと思っています。また、自習室には赤本が揃っているの
で、センター試験後に東大の過去問を25年分までさかの
ぼって解いたのも自信につながりました。
清田　苦手な数学も英語も、ＳＥＧを信じて勉強しました。
特に数学は、長期休みに集中的に取り組み、間違った箇
所を中心に「何を間違えたのか」「どうすれば解けるのか」
を考えながら問題に臨みました。英語では、多読で長文
に慣れたおかげで、自分の中では長文問題が出ると「ラッ
キー」と思っていましたね。
─受験勉強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。
清田　高３の９、10月頃、夏休みの反動か勉強する気力

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★

❶『スタンダード数学演習』−夏休み前まで。時間は気にせず解けなかったものをひたすら解き直していた。
　『良問プラチカ』−夏休み中（問題数が少ないので解き終わるはず）。『スタンダード数学演習』と同じ使い方。
❷『赤本』−秋から直前期。時間を計り、部分点も意識して取り組んだ。時間切れの後はとことん時間をかけて理

解に力を注いだ。東大は特定の分野から多く出題されるので解き直しは必須。数学は苦手だったので、25年分以
上解いた。

❹ＳＥＧの直前講習は本番の予行演習のつもりで取り組んだ。

英語 ★★★★★

❶『でる順パス単（英検準１級）』−単語レベルが大学受験に一致しているので単語はこれだけ使っていました。
❷『赤本』−夏休み以降。約20年分は緩やかに時間を意識し、大問別に取り組んだ。直近５年分は通しで時間を計

り取り組んだ。分からないものに印をつけ復習した（27年分解いた）。
❹高２まではひたすら多読、高３は演習問題の解き直しに取り組んだ。

国語 ★★

❶『古文単語330』−入試当日まで使用。単語帳は正直どれでもよく、１冊を完璧にするのが重要。
　『体系漢文』−入試当日まで使用。文法書は正直どれでもよく、１冊を完璧にするのが重要。
❷『赤本』−秋以降。現代文は10年分、古文漢文は20年分ほど解いた。
❸センター現代文は２次試験と別物なので10年分以上過去問を解いた。

世界史 ★★★★

❶教科書・資料集（『タペストリー』）−入試当日まで。ひたすら読み込む。
　『一問一答』−入試当日まで。答を見て問題文を作れるか？ という意識を持って解く。
❷過去問はZ会で課されたものに取り組んでいたため参考書は用いていないが、10～15年分解いた。
❸センター試験は過去問を５年分ほど解いた。

地理 ★★★★

❶『資料集』−入試当日まで。覚えるというよりは、因果を考えつつ眺める。
　『実力をつける地理100題』−夏休みから秋。過去問への橋渡しとして用いた。日本の部分は細かすぎるので時

間をかけすぎない方が良い。
❷『赤本』−15年分ほど。解く速度は自然と速くなるので、しっかり頭を使って考える。答が微妙なのでいろんな予

備校や参考書のものを見る。
❸センター試験は２次の勉強にもなるので、20年分ほど解いた。時間との勝負なのでそこを意識する。

受験までの私の勉強法 福元 隆さん

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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がなくなったんです。１日中何もする気がしない日もあった
のですが、肯定的にとらえるようにしました。「今日は勉強
しない」と決めて、本を読んだり動画を見たりして過ごし、
次の日から「頑張ろう」という方法を取りました。だらだら
と勉強するよりも、切り替えた方が僕には良かったようで
す。ただ、センター試験受験後は、「0.0001点の差で落ち
たらどうしよう」と悪い想像ばかりが膨らんで困りました。
福元　一緒にカナダに留学した友人がいるのですが、高２

のときは模試でも実力テストでも、１回も勝てませんでし
た。そこで勉強のやり方を見直し、声を出して自分を鼓舞
したり、意識的にポジティブな考え方をするようにしたり
しました。周りには迷惑だったかもしれませんが（笑）、勉
強の仕方を変えたことで集中できるようになり、高３に
なった頃には暗闇を抜け出せましたし、夏の冠模試で結
果が出せたことも自信になりました。
山中　伴先生の一言で「頑張るぞ」と受験に前向きにな

科目 得意度指数 学習方法

数学 ★★

❶クリーム本とテストゼミの問題を、自力で全部の問題を解けるようになることを目標に繰り返し解いた。
❷東大の過去問はセンター後から25年分解いた。
❸センターの過去問を本試と追試どちらも10年分程度ずつ解いた。
❹ＳＥＧの予習として、授業前にできる限りテキストの問題を予習していた（解き方が分からない問題が多かったが）。

授業後に自力で解答を再現できるようになるまで復習することを心がけていた（実際はクラス分け試験前にまとめ
て解き直すということも多かった）。

❺夏休みにクリーム本の復習を徹底的にしたことで実力が伸びたと感じている。

英語 ★★★★

❶東大の第一問（要約問題）の英文や他塾のプリントを繰り返し音読していた。
❷東大の過去問は高３の初めごろから大問ごとに解き始め、センター試験後から直近10年分の過去問を解き直した。
❸センターの過去問は５セット分ほど解いたほか、発音とアクセントの部分だけ重点的に10年分程度を解いた（今年

の共通テストから発音やアクセントの問題がなくなるそうなので参考になるか分かりませんが）。
❺英語は得意意識があったが、高３に入ってから勉強を疎かにしていたために英語を読む感覚がうまくつかめなくなっ

ていた。焦って秋頃から毎日英文を音読するようにしたら、英語を読む感覚を取り戻すことができた。忙しくても
毎日英語に触れることは大切。

国語 ★★★

❶現代文は過去問演習を中心とした東進のテキストを利用していた。古典は古文に関しては学校で配られた『読んで
見て覚える重要古文単語315』、漢文に関しては『漢文早覚え速答法』で単語や句法を固めた後、秋頃から『鉄緑
会東大古典問題集』で過去問10年分を解いた。

❷現代文は高３の春頃から月に１回程度、過去問１年分ずつを解き始め、センター後に10年分の過去問を解き直した。
古典は秋頃から過去問10年分を解いた。

❸センター対策として過去問を５年分程度解いた。
❺２次試験直前に本格的に過去問を何年分も解いているなかで、現代文も古典もある程度満足のいく解答が書ける

ようになった。

地理 ★★

❶『村瀬のゼロからわかる地理B』を読んだ後、『地理ノート』に取り組んだ。
❷夏休み頃からセンターの地理の過去問を安定して8割超えるくらいになるまで繰り返した。間違えた問題は、『地理

ノート』に戻って復習した。また、夏休み頃から『地理B論述問題が面白いほど解ける本』で論述の対策をした。
２次試験の過去問はセンター試験後から15年分程度を解いた（もう少し早くから始めればよかった）。

❸夏休みにセンターの過去問に15年分程度取り組み、時間をかけてしっかり復習した。
❺何年分ものセンター試験の過去問に取り組んだ夏休みに実力が伸びた気がする（地理はセンターと２次試験の問題

タイプが似ているため、センター試験の勉強で２次試験の論述力も向上するといわれている）。

世界史 ★★

❶『時代と流れで覚える！世界史B用語』を完璧に覚えるようにとにかく反復した後、教科書を読んで細かな時代背景
などを覚えていった。

❷10月頃から月に１回程度東大の過去問を解き始め、センター試験後から過去問15年分を解いた。
❸センター試験の過去問は12月頃から解いた。
❺直前期に過去問を解くなかで実力がある程度伸びたような気もするが、最後まで得意科目とはならなかった。

受験までの私の勉強法 山中 綾子さん

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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れたものの、模試の判定はC−C−D−D−E−Eと下がる
一方で、最後の模試もE判定でした。おまけに滑り止めで
受けた私立大のセンター試験利用入試で不合格になり、

「大規模なマークミスをしているかも。このまま東大を受
験して本当に大丈夫なのかな」と不安で眠れなくなりまし
た。周りの人たちが励ましてくれたり、また他の私立大の
センター試験利用入試で合格できたことで、やや安心で
きましたが、最後まで不安は消えませんでした。

信じられない！
合格の喜びは後からじわじわと……

─合格発表の日はどう過ごされたのでしょう。
岡田　新型コロナの影響でインターネット上での発表でし
た。今年の前期試験は数学が難しかったこともあって、手
応えが得られず自分では合否は半々かなと思っていまし
た。ドキドキしながら発表を見て、ほっとしたことを覚え
ています。
福元　僕も「やるべきことはやった」と思ってはいたので
すが、合否は半々だと思っていました。番号をスクロール

していたとき、一緒にカナダに留学した友人から「福元も
受かっているよ！」と連絡が来て、フライングされたため

“喜び爆発”（笑）とはならず、少し残念でした。
清田　自宅のパソコンで発表を見ましたが、できれば現
地で見たかったです。直前は緊張感でいっぱいでした。自
分の受験番号を見つけた瞬間は「ああ、ある」という感じ
でした。母親が大喜びするのを見て、逆に冷静になったの
を覚えています。なかなか実感がわかず、友人と会ってか
らやっと合格を実感しました。
山中　私は直前でE判定だったし、実際の試験でも手応え
を感じられなかったので、合格できるとしたらミラクルだ
と思っていました。なので、ずっと後期試験の勉強も続け
ていました。ですから合格したと分かったときは「びっくり
した」というのが正直な気持ちです。家族も同じだったよ
うで、父親にメールで知らせたところ「噓でしょ？」という
返信が来たくらいです。自分でも信じられなくて、合格報
告のためにＳＥＧに向かった時には、テンパりすぎていつ
も降りる新宿三丁目ではなく、一つ手前の明治神宮前で
電車を降りてしまいました。

後期になってやっと
大学生になったと実感

─今年度はコロナ禍で想像していたような大学生活と
は違うスタートになったと思います。今の状況や力を入
れている活動、興味深い授業などがあれば紹介してくだ
さい。
福元　前期はすべての授業がオンラインで、大学生になっ
たという実感がわきませんでした。浪人した友人たちの方
がむしろ充実しているようで、情報収集しながら「自分は何
しているんだろう」「これからどうなるんだろう」と思ったも
のです。後期に入り、やっと２週間に１～２回対面授業が受
けられるようになり、少しずつ大学生らしさを感じていると
ころです。勉強以外では“東大アンプラグド”という弾き語
りサークルに入ったのですが、学生会館が開いていないの
で練習場所が確保できず、オンラインで練習したりしてい
ます。
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岡田　僕もやっと大学生活を実感しています。最初の頃は、
「オンラインだと通学の時間もかからないし、集中できる
のでいいかな」と思っていたのですが、前期中ずっとオン
ライン授業を受けていたので、さすがにつらくなってきま
した。すべての授業が対面になるのは難しいかもしれませ
んが、できるだけたくさんの授業を対面で受けたいです。
勉強以外では、高校時代に引き続き国際問題に取り組み
たいと思い、模擬国連駒場研究会に入りました。オンライ
ン中心ですが、先輩や仲間とやっとなじんできたところで
す。他にも野球、釣りのサークルで活動しています。大学
ではいろいろなことにチャレンジしようと思っています。
清田　オンライン授業ばかりの前期は、ほとんど家から出
ずに過ごし、「人と話したい」とすごく思いました。後期に
なり、２週間に２回程度ではありますがクラスの人と会う
機会ができて嬉しいです。これからたくさん友人をつくり、
さまざまな考え方に触れたいと思っています。勉強面では、
現職の弁護士を講師とする１・２年生対象のゼミ「法と社
会と人権ゼミ（川人ゼミ）」に入りました。問題の当事者を
招へいして話を聞いたり、実際にフィールドワークに出か
けるなど、現場体験を大事にしているゼミで、リアルな話
を聞けるのが楽しいです。駒場祭でも発表があり、準備
作業を通して大学生活の醍醐味を実感しました。また東
大音楽管弦楽団で、高校時代から続けているホルンを吹
いています。ただ、福元君と同じように学生会館が使えず、
部員数も１年だけで50人くらいいるので、全員が集まって
の練習はできません。それでも12月の演奏会に向けて各
自練習しています。
山中　前期はクラスメイトの顔もよく分からないままで何
時間も授業を受け、課題を提出し……という状況で、う
つうつとして過ごしました。勉強以外ではゴルフ部に入り、
夏休みくらいから少しずつ活動が始まっています。大学時
代にしかできないことをたくさんしたいです。

大学の授業でも役立つ
ＳＥＧで身につけた英語力

─大学入学後、SEGの学びが役に立っていると感じる

ことはありますか。
福元　英語でディスカッションする「FLOW」という授業
があるのですが、外国人パートで英会話に慣れたことで、
まったく臆せずに自己主張できます。また、多読で多くの
語彙を身につけていることも、自分のアドバンテージになっ
ています。
清田　僕も「FLOW」で自分の意見を英語で発信するの
が楽しいです。今まではオンラインだったので、対面で
ディスカッションするのが待ち遠しいです。
岡田　国内外のメディア情報の収集・分析を行う高山ゼミ
に入りましたが、ＳＥＧの数学で身につけた論理的な思考
が役立っていると感じます。
山中　大学の授業の雰囲気が、ＳＥＧに似ている気がし
ます。例えば中国語の授業では、みんな真剣に授業に取
り組んでいて、それぞれが発音をぶつぶつと唱えるなど、
授業から吸収できることをすべて吸収しようとしているよ
うなムードがあります。本当に勉強したい人が集まってい
ることを実感します。

語学や留学など
視野を広げ、幅広い経験を

─大学時代にやっておきたいことや、将来の抱負など
はありますか。
福元　語学全般に興味があるので、語学に力を入れて学
ぼうと思っています。英語だけでなく、第二外国語で中国
語を選択しているので、中国語の読み書きができるように
なりたいです。またシンガポールの国立大学への留学も考
えています。
岡田　法学部に進学し、外交や国際関係について学びた
いと思っています。特に日本にいる外国人の権利や意識に
興味があり、将来は何らかの形で彼らを支えるような仕事
ができればと考えています。
清田　僕も国際関係に興味があります。将来のイメージは
外交官ですが、違う形になったとしても英語や中国語を活
かせる仕事に就きたいです。そのためにも大学では、語学
力を磨きたいと思っています。
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山中　今は文化人類学や社会学に興味を持っています。
在学中に留学など、英語を使う機会を多く持ち、国際経
験を積めればと考えています。

ＳＥＧで楽しく学んで
確かな実力を身につけよう

─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。
福元　ＳＥＧでは、勉強というよりも興味分野を掘り下
げる経験ができます。中１から高１の低学年の人には、
ＳＥＧの授業を楽しんでほしいですね。一方高学年の人
にも、ＳＥＧの授業は必ず将来に役立つと思います。受
験勉強にもしっかり対応しており、僕は受験勉強の際、
ＳＥＧの勉強で「足りない」と思ったことは一度もありま
せん。受験のための勉強ではなく、自分のための勉強をしっ
かりして、将来につなげてほしいと思います。
清田　中１からＳＥＧで学んだ経験から言うと、中学時代
は楽しい経験ができる場というくらいの気持ちで始めて
もらえればいいと思います。多読を楽しむ気持ちがあれ
ば最後まで続けられると思いますし、振り返れば力がつ

いていることをきっと実感できるはずです。一方、高学
年になって多読を始めても意味がないと思われるかもし
れませんが、基礎力がついている状態で多読を始めると、
相乗効果で英語力が伸ばせますから、受験対策としても
取り組んで損はありません。数学については、論理的思
考が身につくことがＳＥＧの最大のメリットです。僕みた
いに数学が苦手な人でも、分かりやすく解説してくれるの
で十分ついていけます。幅広い人にお勧めの塾だと思い
ます。
山中　ＳＥＧは数学を好きになる、楽しくなる塾だと思い
ます。先生方との距離も近く、直前模試などの相談にも
乗ってもらえます。私は悩んだ時や不安を感じた時など、
先生方をはじめ受付や事務の方々などＳＥＧのたくさんの
人に支えてもらいました。本当に温かくて素敵な塾だと思
います。
岡田　根っことなる力を身につけたい人に、ＳＥＧはお勧
めです。数学が好きな人が通う塾というイメージがありま
すが、抵抗感を持つのはもったいないです。ＳＥＧには楽
しさがいっぱいありますから、きっと自分なりの楽しさを
見つけられると思います。また、受験対策も十分なので心
配はいりません。ＳＥＧを信じて頑張れば、必ず結果はつ
いてきます。ぜひＳＥＧで将来の可能性を広げてください。




