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2021 合格者の声！＝＝速報版＝＝ 

 

卒業生の皆様、おめでとうございます。 

いただいたみなさまの声は、準備でき次第、公開させていただきます。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 筑駒 卒  T.H. 

テキストの中身が充実しており、難度の高い問題も多くかなり苦労もしましたが、おかげ

でＳＥＧのテキスト以外の問題集をやる必要はありませんでした。また、問題を解くこと

以外についても学ぶことができました。特に時間の使い方は本番でも役に立ったと思って

います。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 麻布 卒  K.M. 

中１で数学 Extreme を初めて受講しました。その時の先生の授業の進め方が非常に上手く

て、中学１年生でも難しいことが分かるという達成感が印象に残っています。その後、高

２で物化も受講しましたが、教え方がぬかりなく、信頼できるなと初見で思いました。 

また、受験期に質問した時の丁寧さが良かったです。今年はコロナもあり、メールで質問

をすることもたくさんあったのですが、毎回、青木先生や阿部先生等、みなさん、親身に

なって寄り添ってくれたので、非常に安心感が得られました。 

 

東京大学 文科Ⅰ類 麻布 卒  N.I. 

中学受験後に勉強の習慣を途絶えさせないために塾に入ろうと思い、体験授業がとても楽

しかったので入塾しました。 

中１～高２では、ただ楽しいという印象だけで、受験勉強や、学校のための勉強は特にし

ていませんでしたが、多読のおかげで地力がついた気がします。アットホームな雰囲気で、

特に外国人パートでクラスメイトと親しくなれました。ミニゲームなどのレクリエーショ

ンのようなパートで、楽しみながら英語を使うようになり、つたないながらも英語を使う

という経験ができました。授業で"reminds me of" を使って連想ゲームをしたときに、

reminds me of の使い方がしみ込んで、会話ですらっと言えるようになった時には、ゾク

ッときました。 

そして多読の本の量。多くのジャンルや長さの本があり、自分の好みや能力に合った本を

読むことができました。ORT のような初歩的な本もたくさん種類があり、気に入ったタイ

プの本を続けて読むことができました。 

高３では本格的に受験対策をしてもらって良かったです。 

多読や外国人パートは、楽しいながらもしっかりと地力がつくので、楽しんでください。 
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東京医科歯科大学 医学部  駒場東邦 卒 T.I. 

数学の授業は、なぜそのような結果が得られるのか根本から教えてくれるのでとても面白

いと思いました。英語多読の授業も、外国人パートで自分が知らなかった表現も知ること

ができて良かったです。多読パートでは、中１の時はとても短い本から始まりましたが、

高２の時はとても長い文章が読めるようになっており、成長を実感することができました。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 私）芝 卒 S.M. 

高３の初めのテスト演習で、「自分はこんなにできないんだ」と思ったのが非常に印象深い

です。初めて制限時間を設定して問題に取り組んだ時に、いかに事前の戦略なしに挑むの

が大変かを思い知らされました。その後、戦略や書き方を教わっていくことで、確実に点

数が取れる実力を身につけることができたことを考えると、あの時の失敗は本当に大切な

ものだったな、と思います。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 駒場東邦 卒 K.M. 

中１から古川先生の数学の授業を受けていましたが、授業のテンポが良く、空いた時間で

おまけ問題や進んだ内容についての授業を楽しませてもらったので、心の中に数学の世界

が広がりました。 

単なる公式の暗記ではなく、根本から考える作業を経てから理解を深めていくため、暗記

するよりも記憶に定着し、発展的な内容の問題にも柔軟に対応することができるようにな

ったところが良かった。 

 

京都大学 理学部  麻布 卒  S.S. 

自由に発言のしやすい雰囲気の中で授業が進んでいき、楽しく学ぶことができた。授業時

間が比較的に長いため、１回の授業で学べることが多かった。そのため、自然と復習にか

ける時間が長くなり、自宅での学習のペースが作りやすかった。また、受験期に入ってか

らは、問題演習を中心に実戦的な入試での点数の取り方を教わることができた。 

物理の波動の授業で、小学校時代から知識として知っていた音の速さを論理的な式の形で

あらわす授業に感動した。 

 

東京工業大学 生命理工学院 私）早稲田 卒 R.M. 

私は高２の冬期講習から SEG に通い始めました。入塾した時はまったくと言っていいほど

数学ができませんでした。ですが、SEG で数学の「常識」「定石」「礼儀」「基本姿勢」の４

つを教わることで、徐々に数学の成績が伸びていき、テストゼミで上位に名前が載るほど

になりました。そして、最後には入試で十分な点を稼ぐことができ、無事、第一志望校に

合格することができました。この１年間本当にありがとうございました。 
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東京大学 理科Ⅰ類 学習院 卒 S.M. 

楽しかった。高２までが純粋に「学んでいる」という感じがした。宿題が少なくて、自分

のペースで勉強できて、とても良かった。大学入試基本演習（自習編）、one point advice

集、微積分資料集など、何も言わずにそっと配られる問題集がとても素晴らしかった。 

 

筑波大学 医学群  学芸大附属 卒 K.H. 

授業がとにかく楽しかった。勉強することが苦ではなく、自分から率先して学ぶ楽しさを

知った。ただただ目の前の問題を解くだけではなく、問題の背景にあるものや別解を探す

ことも大切だということを学んだ。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 麻布 卒  K.K. 

想像していた世界が壊されるような衝撃を受けた。自らが賢くなる最短経路であると確信

している。授業中は常に頭を使い、最大限賢くなる努力が自発的にできる環境。身に沁み

る添削のコメント、テストゼミ、演習授業。 

入ったら賢くなって出てくる場所です。ぜひ入りましょう。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 開成 卒  K.F. 

数学の青木先生の授業では生徒を巻き込んだ授業展開をしてくれるので、受け身の姿勢で

授業を受けることなく、より理解度を高めることができました。物理では、ただ公式を並

べるのではなくその背景も教えていただき、暗記事項が最低限で済みました。 

また、他塾に比べて宿題の量が少なく、普段の生活で塾の宿題に追われることがないのは

大きなメリットだと思います。 

 

東京大学 文科Ⅱ類 私）芝 卒 K.H. 

高３、２学期の「テストゼミ」からは、単なる数学的な学習にとどまらず、限られた時間

内でいかに得点をもぎ取るか、という練習も行うことになりました。これが非常に良かっ

たです。完璧を目指しすぎず、得点の最大化を目指す、答え重視の問題では絶対に答えを

合わせる、どの問題から解くかをまず判断する、という重要事項は本番でも役立ちました。 

 

大阪大学 医学部  桜蔭 卒  A.N. 

どの授業も根本から教えていただいたおかげで、どの分野の勉強も楽しくなってしまい、

進路選びが大変でした（笑）。終了時間ぎりぎりまで友達と自習室にこもって勉強していた

のは良い思い出です。 
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東京大学 理科Ⅰ類 筑駒 卒  S.O. 

物理のテストゼミで難しい問題への取り組み方を学ぶことができたため、どんな問題に対

しても方針に迷うことはなくなったと思います。 

数学の青木先生の授業では、数学以外の科目についても勉強の方針を教えてもらえたので

（特に夏休みや共通テスト後など）、余計な迷いなく勉強に集中することができました。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 桜蔭 卒  K.T. 

英語については、高３のテストゼミや１学期の精読パートで、すごく力がつきました。こ

れは、松木先生が作ってくださったプリントを復習したのが良かったと思います。語源に

も触れてくださったので理解が深まりました。 

 

東京慈恵会医科大学 医学部 女子学院 卒 A.Y. 

英語多読は、いわゆる学校や塾での英語の授業とはまったく違う形式でした。習慣として

英語に慣れることができ、日常生活でも英語を使うタイミングなどが増えたように思いま

す。英語に対する苦手意識が根本から消えました。 

 

東京大学 文科Ⅰ類 浅野 卒  H.K. 

クリーム本などのテキストを繰り返し解き直すことで実力を効率的につけられた（網羅性

が非常に高い、問題の方針を立てる力がつく）。テストゼミでは細かい添削を受けることで

弱点を見つけられた。また、時間配分を意識した演習を多く積めたので、他の受験生に比

べてアドバンテージになった。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 浦和明の星 卒 H.K. 

私は高１から３年間、SEG に通いました。SEG ではただ公式を覚えるのではなく、体系的

な学習ができるため、一つの問題から多くのことを学ぶことができました。受験期に不安

になることは何度もありましたが、入学試験直前まで SEG の復習を繰り返したことが自信

につながり、落ち着いて試験に臨むことができました。受験生活を楽しく乗り切ることが

できたのは SEG のおかげです。今まで本当にありがとうございました。 

 

筑波大学 医学群  私）武蔵 卒 J.M. 

私は幼少から理科に対しての苦手意識が強く、特に化学は一番の苦手科目でしたが、SEG

で化学を一から学び、化学の目的を知る中で、気がつけば化学は一番の得意科目になって

いました。自分に決定的に足りていなかった思考力を獲得できたことが大きな要因だと思

います。化学は暗記科目ではないということ、そして化学は楽しい科目だということを教

えてくれた SEG には、感謝しかありません。ありがとうございました。 
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京都大学 工学部  駒場東邦 卒 T.K. 

高２の冬期講習から数学と物理速修を受講しました。数学では、自分が解ける問題を増や

せたのはもちろんのこと、「自分の取れる最大の点数を制限時間内に取りきる」ことを学べ、

入試本番でも活かすことができました。物理速修は、本当に基礎すらできなかった自分を、

１年間で入試で戦えるレベルまでにしてくれました。SEG は、詰め込み型の塾ではなく、

本質的なことを教えてくれたので自分は少ない演習量ながらも合格をつかみ取れたように

思います。ありがとうございました。 

 

東京大学 理科Ⅱ類 学芸大附属 卒 C.I. 

概念の導入などで、成り立つ理由などに踏み込み丁寧に指導してくださったおかげで深い

理解が得られ、入試などの応用問題にも対応することができるようになったと思います。

授業はユーモアにあふれていてとても面白く、また生徒に問いを投げる機会が多くあった

ので良い刺激をたくさん受けることができました。 

 

東京大学 文科Ⅰ類 駒場東邦 卒 K.S. 

高２の冬期講習から SEG の数学を受け始めました。数学は中学受験のときから本当に苦手

で、学校の授業を受けていれば大丈夫という思い込みがさらに状況を悪くしていました。

SEG に入った時の最初の印象は「数学ってこんなに分かりやすかったっけ」というもので

した。今まで式をいじくりまわして何となく答を出していましたが、SEG ではその式が何

を表しているのか、どうして代入すると解が出るのかなど本質的な部分をしっかり教えて

くれました。数学は分かり始めてからが楽しく、本番まで心を折らすことなく学べました。

本当にありがとうございました。 

 

東京大学 文科Ⅱ類 暁星 卒  K.E. 

僕は高１から３年間、SEG に通いました。SEG では、ただたくさんの問題をこなすのでは

なく、一つの問題に対し多角的にアプローチする授業スタイルのため、その問題の根幹と

なる原理や定理を徹底的に理解でき、見たことのない問題に対する応用力を養うことがで

きました。文系の僕が数学を楽しく学べたのもすべて SEG のおかげです。本当にお世話に

なりました。 
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東京大学 理科Ⅰ類 麻布 卒  Y.H. 

SEG のすべての授業に共通して言えるのは、各科目は決して難しいものではなく、むしろ

楽しいものだよ、というスタンスであるということです。僕は理系でありながらも、数学

も理科もほとんどできず、嫌いに近い状態でした。しかし、SEG の授業を受けていると、

「意外と分かるなあ」「分かると楽しいなあ」という経験が増えていき、最終的には「理系

にして良かった」と強く思っています。SEG は理系科目が得意な人だけでなく、苦手な人

にも最適な塾だと感じました。 

 

東京大学 理科Ⅱ類 桜蔭 卒  K.S. 

SEG の青木先生の授業では、整数とは何か？ 公約数とは何か？ という定義から丁寧に教

えていただき、自分がいかに根本のところを疎かに学習してきたかということに気づかさ

れました。また、フィボナッチ数列など、数学の面白さも伝えていただけて、本当に良か

ったです。数学があまり得意でなかった私ですが、本番では目標点を取ることができまし

た。本当にお世話になりました。ありがとうございました。 

 

東京大学 文科Ⅰ類 白百合 卒 H.Y. 

SEG の温かい雰囲気がとても好きで、通いやすかったです。クラス分けテストの日程やコ

ロナ禍に対する対応が生徒想いな印象も受けました。授業内容は、問題を解くためのテク

ニックにとどまらず、学問の世界の面白さを教えてくれるものでした。先生方の教科への

情熱も伝わってきました。質の高い授業がとても多い塾だと思います。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 浅野 卒  M.H. 

僕は兄が通っていた影響で中１から６年間通いました。英語は中学校で初めて本格的に学

び始めるということもあり不安もありましたが、多読やミニゲームを通して自然と親しめ

るようになりました。特別勉強しているという感覚がないにもかかわらず学校の定期試験

から受験本番まで英語で不安を覚えることもほとんどなく、非常に大きな精神的支えとな

りました。６年間大変お世話になりました。 

 

京都大学 経済学部 私）武蔵 卒 M.A. 

高１の夏から SEG に入塾しました。SEG の授業では定義をとても重視していて、定義か

ら公式を導いたり、教科書には出てこないような公式を作ったりするため、公式を忘れて

しまってもその場で導けるようになり、公式は丸暗記すればいいと思って何となく暗記し

ては忘れる、を繰り返していた頃に比べて格段に定期試験や模試の成績が上がりました。

また、テストゼミでは本番で確実に点を取るための戦略や検算のやり方も丁寧に何回も教

わることができ、本番でもそれが役立ったと思いました。 
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東京工業大学 工学院 私）早稲田 卒 K.Y. 

どの授業も、「学ぶことを楽しむ」「『なぜそうなるのか』を追求する」といった方針で授業

をしてくださったおかげで、とても楽しみながら勉強し、実力を伸ばすことができました。

特に青木先生の数学の授業は、とても面白く、テンポ良く進み、まったく生徒を飽きさせ

ない素晴らしい授業で、毎週青木先生の授業を受けるのが楽しみの一つになっていました。

英語では多読という方式のおかげで自然に長文を読むことができるようになったと思いま

す。物理と化学は、どちらも、時には発展的な内容にまで踏み込んで授業をしてくださり、

理解がとても深まりました。テストゼミでは先生方が丁寧に添削をしてくれたおかげで、

自分の弱点がよく分かりました。 

 

大阪大学 外国語学部 県）千葉 卒 R.K. 

高１の春から SEG に入り、多読にどんどん夢中になっていきました。だんだん長い本が読

めるようになっていくのがとても楽しく、語数が増えていくと達成感が大きくなっていき

ました。高１・２の時は純粋に多読を楽しんでいましたが、高２の途中から受験を意識し

始めて入試の長文を読み始めると、多読のおかげで長文を読む力が身についていたことが

分かりました。スピードや長い文章を読む忍耐力をつけられたのは SEG での多読のおかげ

だと思っています。受験本番でも SEG で培った英語力で、英語で点を稼ぐことができまし

た。ありがとうございました。 

 

新潟大学 医学部  豊島岡女子 卒 M.T. 

化学は高校２年の春から、数学と英語は秋から SEG に通い始めました。約２年間通った中

ですべての教科に共通して思ったことは、SEG は大学に合格することのみを目的としてい

ないことです。英語は高校２年生まで外国人の先生と話す授業を選択できたり、化学は大

学で習う内容まで深く踏み込んだりすることで、受験の後に役に立つようなことも学ぶこ

とができました。それらは受験に直接的には必要ないかもしれませんが、特に化学におい

ては高校の教科書に書いてある暗記事項もSEGで習ったとおりに考えれば分かる内容であ

ることが多く、受験にもとても役に立ちました。暗記が苦手な私には SEG のカリキュラム

がぴったりだったと感じています。今までありがとうございました。 

 

東京大学 文科Ⅲ類 カリタス 卒 E.N. 

中３の春期講習で初めて SEG の数学の授業を受けました。テキストの最後のチャレンジ問

題が面白くて帰ってから夜遅くまで考え、答にたどり着いたとき数学の面白さを初めて実

感しました。受験期も SEG の良質なテキストを前日まで見直し続け、合格を勝ち取ること

ができました。先生方の軽妙な語り口で展開される授業はとても面白く、もう１回受けた

いくらいです。 
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北海道大学 農学部 日比谷 卒 K.M. 

数学と化学に共通して、「あたりまえ」をそろえることで思いつきなどに頼らずに問題を解

くことができるという実感を与えてくれました。長い受験勉強をそれほど苦にせずに乗り

越えられたのは SEG での学習が楽しかったからだと思います。ありがとうございました。 

 

東京大学 理科Ⅰ類 開成 卒  K.S. 

数学での、「解き方」ではなく「考え方」を身につける、という姿勢が印象に残りました。

そのため、量をこなしてごまかすような演習ではなく、質が高い問題を題材に、多様な問

題へ対応できる、本質的な考え方を習得できるような授業が展開されており、得意でなか

った数学も、受験で十分通用するレベルまで達することができました。 

 

東京大学 理科Ⅱ類 学習院 卒 S.Y. 

SEG には中１の頭から６年間お世話になりました。中学生の時の数学の授業は「塾」とい

うよりも「数学クラブ」といった遊びのような感覚で、数学への正しい理解だけでなく、

親しみも自然に得ることができました。高校生になると理科も開講され、流石に「勉強」

といった方向に徐々にシフトしていきますが、それでも学問を学ぶ楽しさや喜びの常に絶

えない日々でした。今振り返ってみると、受験勉強にとらわれずに学ぶことそのものを堪

能できた高２までの５年間が、受験生となってからの学習と成功の土台となったのだと感

じています。６年間本当にありがとうございました！ 

 

東京工業大学 工学院 海城 卒  K.I. 

青木先生、椿先生には大変お世話になりました。コロナの影響で学校の物理の授業の進度

が遅れたため、十分に演習する時間があるか心配でしたが、椿先生の物理速修のおかげで

先取りができ、高３の２学期の早くから演習を積むことができました。また、夏からの青

木先生の授業では答えの吟味の大切さを実感し、丁寧で厳しい採点のおかげで記述の仕方

を学び、一題を完答しきる力を養うことができました。合格できたのは SEG の講師方のお

かげです。本当にありがとうございました！ 
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一橋大学 商学部  渋谷教育渋谷 卒  T.Y. 

入塾前は特に好きな科目もなく淡々と勉強をしていたが、SEG に通ったことで数学を好き

な科目にすることができた。数学の問題の解説をする際に、先生が生徒に解法を聞いて、

それを使って授業をしていたことが印象的だ。 

 

早稲田大学 国際教養学部  カリタス 卒 A.N. 

「宿題が少なく、本を読むだけで実力がつく塾」と親に紹介されて入りましたが、本当に

英語の本を読んで少し問題を解くだけだったので驚きました。入って１年後には見違える

ほどに長文の読解力がついていて、辞書を用いない読み方を学校でも実戦するようになり

ました。 

先生方は、本を渡すだけでなく、読むスピードやちょっとした文法を教えてくださり、特

に AO の過去問を外国人の先生に丁寧に添削してもらって助かりました。勉強を無理にさ

せられている感じも一切なく、私にぴったり合った塾で、５年間楽しく通うことができま

した。 

 

ボストン大学 アートアンドサイエンス 小石川 卒 Y.G. 

初めて SEG の数学の授業を受けたとき、大変感動したのを今でも覚えています。定理や解

法だけでなく、そのようになる理由や背景まで分かりやすく説明してくださるので、もと

もと苦手意識のあった数学が楽しくなりました。 

 

順天堂大学 医学部 青山学院 卒 M.K. 

SEG には、中１の春から６年間お世話になりました。どの先生も個性的で、特に化学や数

学では、例え話が面白くて引き込まれました。化学の物質の反応条件や機構も、私たち人

間の世界に例えられるところがあり、化学が好きになりました。さらに、高２、高３にな

ると、受験の心構えのようなものを伝授していただき、最後の１点でも諦めずもぎ取ると

いう精神が身につき、受験を乗り切ることができました。さらに、学校の授業では分から

なかった物理が春期講習で初めて分かり、成績が伸び悩んだ時期の面談、質問も親身に対

応していただき、入試本番では物理で稼ぐことができました！！ ありがとうございます。 

 


