
エデュカで開講している講座は、エデュカに直接お問い合わせ・お申し込みください。

ＳＥＧは、新宿本校のほか、姉妹校エデュカが横浜にあり、ＳＥＧのテキストで授業をしています。
エデュカでは、ＳＥＧとレベル編成が異なる講座や、エデュカ独自の講座もあります。開講校は、以下のアイコンで表示しています。

新
宿
横
浜 ＳＥＧとエデュカの両方で開講している講座 新

宿
横
浜 ＳＥＧのみで開講している講座

Scientific Education Group

入会説明会 日程 ● 時間等詳細や動画による科目説明は、ＳＥＧホームページをご覧ください。予約制

高 1・2 6/4（土）・6/25（土） ＳＥＧはどんな塾なのか、特長をお話しいたします。
● 高 1・2合同の説明会です。

※　　　　は（株）エスイージーの登録商標です。
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9月入会・夏期講習案内
2022 高1・2

TEL.03-3366-1466
月～金 14：00～21：00/土 13：00～21：00

資料請求・お問い合わせ 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-19-19

中学1年～大学受験
科学的教育グループ

https://www.seg.co.jp/

ルミネ横浜店
東口

横浜駅

そごう

スカイビル

横浜プラザホテル

ポルタ
地下街

路 道
速 高

都 首
横浜神谷ビル2F
エデュカ

〒220-0011 横浜市西区高島2-19-2
横浜神谷ビル2F
TEL.045-441-155113：00～21：00

（2022.４.20現在）2022    　　大学合格実績

東京大学 
　　　　　理科 Ⅰ類
　　　　　理科 Ⅱ類
　　　　　理科 Ⅲ類

　　　　　工学部（推薦入試）
　　　　　文科 Ⅰ類
　　　　　文科 Ⅱ類
　　　　　文科 Ⅲ類

　　　　　文学部（推薦入試）
京都大学
東京工業大学
東京医科歯科大学
一橋大学
北海道大学
東北大学
名古屋大学
大阪大学
九州大学
千葉大学
横浜国立大学
筑波大学
東京農工大学
東京外国語大学
東京都立大学

90名
46名
19名
3名
1名
7名
6名
7名
1名
13名
30名
10名
12名
14名
14名
2名
8名
2名
13名
8名
9名
11名
5名
5名
ほか

東京大学 理科Ⅲ類
東京医科歯科大学
北海道大学
東北大学
弘前大学
山形大学
福島県立医科大学
筑波大学
群馬大学
千葉大学
横浜市立大学
新潟大学
富山大学
金沢大学
山梨大学
信州大学
浜松医科大学
名古屋大学
京都府立医科大学
香川大学
高知大学
防衛医科大学校

3名
7名
4名
5名
1名
2名
2名
4名
1名
4名
3名
6名
1名
1名
2名
3名
2名
1名
2名
1名
1名
6名

慶應義塾大学
東京慈恵会医科大学
順天堂大学
日本医科大学
昭和大学
東京医科大学
東邦大学
関西医科大学
国際医療福祉大学
日本大学
杏林大学
東京女子医科大学
帝京大学
岩手医科大学
東海大学
東北医科薬科大学
北里大学
聖マリアンナ医科大学

早稲田大学
慶應義塾大学
東京理科大学

6名
11名
19名
18名
16名
14名
18名
1名
19名
8名
8名
8名
5名
4名
3名
2名
14名
12名
ほか

221名
216名
203名
ほか

私立大医学部医学科 192名国公立大 304名 国公立大医学部医学科 62名

私立大 1,283名

心に広がる数学の世界を！  多読・多聴で生きた英語を！ 

アクセス▶JR新宿駅西口より徒歩7分

83220502　資料No.0354



算数オリンピック副委員長、SSS英語多読研究会理事長
（株）Z会顧問、元駿台予備学校数学科講師、元河合塾数学科講師
「多聴多読マガジン」誌執筆者、「月刊・大学への数学」誌元執筆者

東京都立大学大学院修士課程修了、同博士課程単位取得
東京大学理学部数学科卒

東京教育大学附属駒場高校（現筑駒）卒
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自分を伸ばすのは
 自分自身！

※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。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。

高１～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

まずは夏期講習を受講してください。夏期講習は無試験で受講できます。
　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。９月からの通常授業は、原則とし
て夏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。
　９月からの入会をご希望の方も、夏期講習の「指定講習」（もしくは「新規生専用講習」）を受講してください。
　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。なお、試験結果が著しく悪い場合は受
講を継続していただけないことがあります。

学校の授業が基本です

　学校の授業が充実しているのであれば、わざわざ塾
に通う必要はありません。しかし、学校の授業が物足
りない方・不安な方は、学校とは異なるアプローチで教
えているＳＥＧをご検討ください。

自由で楽しい数学を！

　有名進学校でも、発想は正しいのに、先生の教えた
手順と同じでないというだけの理由で、減点する先生が
います。それでは未知の難問を解ける力は育ちません。
数学は自由で、楽しいものなのです。

公式の原理の理解が大事！

　ＳＥＧで一番大事にしていることは、公式が自分で導
けるように、公式を深く理解してもらうことです。例えば、
三角関数の加法定理は、三角関数の定義と基底変換か
ら説明できますが、基本原理を理解することが、複雑
な問題を解く最大の基礎となるのです。

難問を解く快感を！

　ＳＥＧの数学では、公式の暗記では解けない難問に
チャレンジしてもらいます。隠された規則を発見し、そ
れを証明できたときの快感こそが、数学学習の原動力
だからです。純粋に未知の規則を発見する楽しさを、
ＳＥＧで味わってください。

双方向の授業で英語力を高めよう！

　2006年に英語多読コースを開講以来、授業の半分は
英語の原書の直読直解による多読、残りの半分を外国
人講師によるAll EnglishでのSpeaking, Discussion, 
Essay Writingを中心とした授業を展開しています。そ
の結果、卒業生は大学入試に合格するだけでなく、大学
でも外国人の先生の英語の授業で積極的に発言できる
ようになっています。

55万冊の洋書で多読しよう！

　ＳＥＧでは、55万冊を超える多読図書を用意し、そこ
から、みなさんの英語力に合わせ、楽しめる本を一人ひ
とりに選書します。最初は１冊300語程度の洋書を読ん
でいた生徒さんが、卒業する頃には、１冊５万語を超す
洋書を読めるように成長していきます。問題集をガリガ
リやるのではなく、英語の読書を楽しみながら、英語力
を伸ばしませんか？

知的好奇心をくすぐる物理・化学の授業

　学ぶことに喜びが伴わない授業は意味がないとＳＥＧ
では考えます。喜びが試験の点数だけでは寂しすぎま
す。物理や化学自体が面白いと思えることを重視して、
日常生活での応用例・実例の紹介も交えて授業をして
います。「知識を広げる」だけでない、「知識が活用でき
るようになる」面白さをＳＥＧで味わってください。

季節講習
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。

カリキュラム外の興味深い分野や、
既習事項の復習講座、新規生のため
の講座などを幅広く用意しています。

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
４-６月期・９-11月期・１-２月期の３期に分け、週１回
通う授業です。

学期ごとにクラス分け試験（入会時
には入会試験）を行います。選抜制
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受講科目・コース・レベルの選択

夏期講習申込（ＳＥＧ新宿本校・対面授業）

　夏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。

●受付開始：［高１］ ６/３（金）14:00から ／ ［高２］ 5/27（金）14:00から
　＊正会員（現在通常（対面）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・講習申込書は以下からもダウンロードできます。
ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］

【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～金／14:00 ～19:00

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。

【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

【振込先・口座名】
ゆうちょ銀行  
　ゆうちょ銀行からの振込先 ：00120-4-712330
　他の金融機関からの振込先 ：〇一九店 当座 0712330
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。

※ 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、振込手数料はかかりません。ただし、支払方法によっ
て発生する諸手数料は、ご負担ください。

●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 （https://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
変更や取消の期日は、申込講座によって異なります。詳細は申込時にお渡しする「2022年度 夏期講習について」をご確認く
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。

ＳＥＧ 
 MyPaɡe

講座名
Ｓ
Ｅ
Ｇ

横
浜
エ
デ
ュ
カ

レベル 時間
ペ
ー
ジ

高
１

数学

数列D/E ● ● D  基礎　E  上級 180分×５日間

p.7
数列（数学的帰納法） 【オンライン】 ● ● 180分相当×１日間
論理と図形D/E ● ● D  基礎　E  上級

180分×５日間指数・対数関数R/S ● ● R  基礎　S  上級
図形と式R/S ● ● R  基礎　S  上級
三角関数 ● ● p.8高１生のための数Ⅱ応用演習 図形と式・三角関数 編 ● 180分×４日間
数列VE 【オンライン】 ● 上級 180分相当×５日間 p.40論理と図形VE 【オンライン】 ● 上級

英語多読

英語多読多聴入門 入会試験付 ● 基礎〜上級

180分×５日間 p.12
高１英語多読D/E/F 前期 入会試験付 ● ● D  基礎　E  中級　 F  上級
高１英語多読D/E/F 後期 ● ● D  基礎　E  中級　 F  上級
英語多読多聴R 前期 入会試験付 ● 基礎〜上級
英語多読多聴R 後期 ● 基礎〜上級
英語多読郵送指導 前期/後期【郵送】 ＊ 中２〜高２ 各最大4回貸出 p.39

物理
運動の法則と重力 高１物理９月入会講座 入会試験付 ●

180分×５日間 p.15振り子の運動 ●
静電気の力 ●

化学
構造と結合の化学 高１化学９月入会講座 入会試験付 ● 180分×６日間

p.16熱と反応速度の化学 ● 180分×５日間平衡の化学 ●

高
２

数学

複素数と図形E/F/G ● ● E  基礎　 F  中級　G  上級

180分×５日間

p.19
２次曲線と空間図形G ● ● 上級
２次曲線E/F ● ● E  基礎　 F  中級
積分入門（数Ⅱ）R/S ● ● R  基礎　S  上級
数Ⅲ微分入門R/S ● ● R  基礎　S  上級
数列演習L/M ● ● L  基礎　M 上級

p.20
確率演習L/M ● ● L  基礎　M 上級
数Ⅱ数B総合演習 ●
微分入門（数Ⅱ）【オンライン】 ● ● 180分相当×５日間
高２数学ハイレベル演習 ● 180分×３日間
複素数と図形VG 【オンライン】 ● 上級 180分相当×５日間 p.40２次曲線と空間図形VG 【オンライン】 ● 上級

英語多読

高２英文法基礎徹底【オンライン】 ● 基礎 90分相当×1日間

p.24
高２英語多読Y/Z 前期 入会試験付 ● ★ Y  基礎〜中級　Z  中級〜上級

200分×５日間高２英語多読Y/Z 後期 ● ★ Y  基礎〜中級　Z  中級〜上級
高２英語多読F/G 前期 入会試験付 ● F  中級　G  上級
高２英語多読F/G 後期 ● F  中級　G  上級
英語多読郵送指導 前期/後期【郵送】 ＊ 中２〜高２ 各最大4回貸出 p.39

物理

力学法則の基礎と応用 高２物理FG９月入会講座 入会試験付 ● ● 180分×６日間

p.29熱力学研究F/G ● ● F  基礎　G  中級

180分×５日間

熱力学研究H ● 上級
回転運動の力学F/G ● ● F  基礎　G  中級
振動と波動H ● 上級

p.30回転体の運動 ● 4-６月期高２物理Ｚ在籍者限定
高２物理Ｚ特別講義 ● 4-６月期高２物理Ｚ在籍者限定

化学

構造と結合の化学 高２化学FGH９月入会講座Ⅰ 入会試験付 ● 180分×６日間
p.31熱と平衡の化学 高２化学FGH９月入会講座Ⅱ 入会試験付 ● ●

酸と塩基の化学FG/H ● ● FG  中級　H  上級 180分×５日間電気と酸化還元の化学FG/H ● ● FG  中級　H  上級
高２無機化学講義Ⅰ～典型元素と理論法則の関係～ ● 180分×６日間 p.32高２無機化学講義Ⅱ～両性＆遷移元素と理論法則の関係～ ● 180分×５日間

特別講習
・

ゼミナール

JMO（日本数学オリンピック）に挑戦！ ● 中２〜高２ 180分×４日間

p.33連分数入門 ● 中３〜社会人 180分×２日間
線形代数入門 ● 高２〜社会人 180分×５日間
バナッハ・タルスキーと四元数 ● 高２〜社会人 180分×２日間
Writing力養成・上級（英検®準１級受験生程度） ● 高１〜高２ 120分×３日間

p.34英検®対策講座 準１級 ● 高１〜高３ 180分×４日間英検®対策講座 ２級 ● 中３〜高３

現在ＳＥＧでは感染防止対策として、講師、生徒、職員ともマスク着用のうえ授業・業務を行っています。
ＳＥＧの感染防止対策についてはＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［ＳＥＧについて］→［安全への取り組み］をご覧ください。
※ 濃厚接触者に該当する可能性がある、海外から帰国して日本政府が定める所定期間を経過していないなど、行政からの待機要請期間内
である場合、対面授業には出席できません。

※ＳＥＧ新宿本校の通常（対面）授業９月入会手続については、35ページをご覧ください。
※横浜エデュカの開講講座、お手続きなどについては、エデュカにお問い合わせください。

遠隔地にお住まいの方でも受講可能な、オンライン授業形式の講座を開講します。詳しくは38ページ以降をご覧ください。また、欠席者用に、一部の
クラスは実際の授業を録画し、配信いたします。
＊英語多読郵送指導の詳細については、39ページをご参照ください。

●はＳＥＧと同一のテキストを使用した講座を横浜エデュカでも開講いたします。ただし、レベル編成、開講形式が異なる場合がありますので、詳細
はエデュカにお問い合わせください。
★はエデュカ独自の講座を開講しています。

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

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ＳＥＧホームページ （https://www.seɡ.co.jp/）に掲載しています。

●判定問題で自己診断する ▶︎▶︎▶︎ 数学と英語多読で用意しています。
   高１数学と英語多読はＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講

習から始めよう！］をご覧ください。数学は受付にも用意しています。

横浜エデュカ  TEL：045-441-1551
https://www.educa.co.jp/



コース案内

高１数学DEコース クラスレベル ▶ D  基礎  E  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

高１の１年間で数Ⅱ・Bを学ぶコースです。図形と式を学習済みの方が対象です。
夏期講習は、下記の２講座を受講してください。

 数列D/E  ＋  論理と図形D/E  

※数学的帰納法が未習の方は、「数列D/E」受講後に、  数列（数学的帰納法） も受講してください。
※三角関数が未習の方は、  三角関数 も受講してください。
※余裕のある方は、  指数・対数関数R/S も受講してください。

※対面授業に通えない方のためのオンラインコース「高１数学VE」については、39 ～ 40ページをご覧ください。

高１数学RSコース クラスレベル ▶ R  基礎  S  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

数Ⅰ・Aを学習中の方（図形と式は未習の方）を対象とするコースです。９月以降はRとSでカリキュラムが異なります。
高２からは、RクラスはRSコースへ、SクラスはEFGコースまたはLMコースへ接続します。
夏期講習は、下記の２講座を受講してください。

 図形と式R/S  ＋  三角関数  

※９月以降の授業では、  図形と式  の受講が前提となります。
※余裕のある方は、  指数・対数関数R/S も受講してください。

※横浜エデュカは、Rの1レベルです。

高1数学 高１数学

年間進度表
2022 春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期・後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

高1数学 ３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日×2 ３時間×12週 ３時間×４日 ３時間×７週

DE 指数・
対数関数

図形と式
三角関数

数列
論理と図形

微分（数Ⅱ）
平面ベクトル 積分（数Ⅱ） 空間ベクトル

RS 整数と合同式
三角比

三角関数
２次関数

指数・対数関数
図形と式 S

図形と式（続編）
平面と空間の

ベクトル

微分（数Ⅱ）
オプション：

数列

微分・積分
（数Ⅱ）

RS
夏期
入会

図形と式
三角比・三角関数 R 数列

図形と式（続編）
多項式と
因数定理

場合の数と
確率

高２数学EFG/
LMコースへ接続

高２数学
RSコースへ接続

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。
※夏期講習の講座案内については、次ページをご覧ください。
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　数学を得意科目にする一番の方法は、「数学って面白
い！」と感じることです。
　定理・公式や解き方を丸暗記し、それを適用して問
題を解く練習をたくさん繰り返す、といった勉強の仕
方では、「面白さ」をかけらも感じることはできないで
しょう。
　興味深い問題を厳選し、その一問一問を深く掘り下
げ、何が根底にあるのか、そこからどんなことを導ける
のかを考える、という勉強の仕方であれば、数学に隠
された「面白さ」に気づくことができるはずです。

　ＳＥＧでは、みなさんにその面白さに気づいてもらう
ためのガイド役を講師がつとめ、興味深い問題を通じて、
高１の間に「数学って面白い！」と感じてもらうことを重
視しています。
　いったん、「面白い！」と思えてしまえば、
　「じゃあ、この問題はどう考えれば解けるのだろう？」
　「別のジャンルで学んだあのアイデアがここでも使える
のでは？」
　「見たことのない問題だけど、根底にあるポイントは
これじゃないかな？」
などと、自ら考えるようになってきます。

　例えば、「数列」というジャンルでは、

n

k=1
∑k= n(n+1)1－2

n

k=1
∑k2= n(n+1)(2n+1)1－6

n

k=1
∑k3= n 2(n+1)21－4

という公式を習います。「いろいろな和の計算問題を解
くために、これらを暗記しておこう」と言わんばかりに、
参考書では結果が強調されています。
　ＳＥＧでは、「これらの公式を統一的に作り出す方法
はないだろうか？」ということを掘り下げて考えます。そ
の方法を理解できてしまえば、参考書では公式として

紹介されていない
n

k=1
∑k4という和であっても、自分の手

で求めることができます。

　このような経験を積むことによって、未知の問題に対
処したり、基本原理を応用・発展させる能力が鍛えられ、
その能力は、
　「難関大学の入試問題を解く」
　「正解のはっきりしない未解決問題に挑む」
といった際に役立つのです。　
　
　「解法を丸暗記する」という勉強法では到達不可能な
高みに達することができる、大学入学後にも役立つ力
が身につく、といったＳＥＧならではのメリットをぜひ味
わってください。

数学を楽しもう！

※受講コース・クラスを迷われる方のために、以下に「判定問題」を掲載しています。
　ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］

高 

１ 

数 

学

　高１数学では、学習進度に合わせて２つのコースを用意しています。いずれのコースも、高２の11月までに高校数
学をほぼ修了します。高２の冬からクラスを再編し、大学受験に向けての講義・演習を行います。

今までの学習進度に合わせた２つのコース



夏期講習講座案内高1数学 高１数学
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数 

学

夏期  三角関数 高１数学 特別講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１数学RSコース新規入会希望者のための講座です。

cosθ, sinθは直角三角形の２辺の比として導入されますが、単位円上の動点の x, y 座標を表す関数として捉え直すと、よ
り広い展望が開けます。この講座では、図形的側面（正弦・余弦定理）と、解析的側面（三角方程式・不等式、加法定理）
を総合的に講義・演習し、さまざまな場面で「三角関数」という道具を使いこなせるようになってもらいます。

※この講座では、三角比（数Ⅰ）と三角関数（数Ⅱ）を扱います。

夏期  高１生のための数Ⅱ応用演習 図形と式・三角関数 編 高１数学 特別講習
180分×4日間

新
宿
横
浜

「問題集の問題が解けない」「応用問題が解けるようになりたい」という方のための講座です。図形と式（数Ⅱ）、三角関数
（数Ⅱ）について標準～大学入試レベルのさまざまな問題を扱い、応用問題を解くための粘り強い思考力をつけることを目
標とします。実は、たいていの応用問題は「基本事項を２、３個組み合わせる」ことで（難関大入試レベルも含めて）解け
てしまいます。この講座では、各単元で、はじめは標準問題（１～２手詰め）、後で応用問題（２～３手詰め）を扱い、応
用問題を解くための“頭の使い方”を伝授・トレーニングします。この夏に、応用問題を解く力を伸ばしませんか？

前提知識   図形と式・三角関数の基本事項

夏期  数列D/E 高１数学D/E 前期指定講習
D  基礎  E  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１数学DEコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

数列には、「数が一列に並べられたもの」という古典的な捉え方と、数学基礎論や計算機科学の理論的基礎となる「再帰
的（帰納的）に定義される関数」という現代的な捉え方があり、ともに大事な考え方です。この講座では、この両方の捉
え方を分かりやすく講義・演習します。また、数列の和などについても、学校ではほとんど扱われない「差分の和」の考え
方をＳＥＧ流の切り口で教えます。また、数学的帰納法が未習の方は、この講座を受講後に  数列（数学的帰納法）   を
受講しましょう。

※Eクラスと同内容のオンライン授業（40ページ）もあります。

夏期  数列（数学的帰納法）【オンラインのみ】 高１数学 特別講習            
専用映像配信180分相当×1日間

新
宿
横
浜

●  数列D/E  受講者で、数学的帰納法が未習の方のための講座です。

数学的帰納法とはどんな証明法であるのかを、実際の証明問題を通じて学びます。

※事前に収録した授業映像を配信します。オンライン授業の詳細は38ページ以降をご覧ください。

夏期  論理と図形D/E 高１数学D/E 後期指定講習
D  基礎  E  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１数学DEコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

論理は数学において最も重要な基本事項です。例えば、 a, b, c, x を実数とするとき、「ax 2+bx+c=0」という式の前に「す
べての x について」が入るのと、「ある x について」が入るのでは、 a, b, c の条件としてまったく異なります。また、「 Aなら
ばB」という命題が真となるのは、AとBがともに真の場合だけではありません。この講座では、このような数学的論理
についての基礎知識を学び、それを図形問題に活用できるようになることを目指します。

前提知識   図形と式（数Ⅱ）

※Eクラスと同内容のオンライン授業（40ページ）もあります。

夏期  指数・対数関数R/S 高１数学R/S 前期指定講習
R  基礎  S  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１数学RSコース４ｰ６月期在籍者のための講座です。

指数関数は f（x+y）= f（x）・f（ y）を、対数関数は g（xy）= g（x）+ g（ y）を満たす連続関数です。バクテリアの増殖、海の
深さと明るさの関係、音階と振動数の関係など、自然界には指数関数や対数関数で記述される現象が多数あります。こ
の講座では、厚み１で光が a 倍となる「魔法のガラス」の概念を導入し、指数・対数関数を直観的に理解してもらうととも
に、電卓を利用するなどしてさまざまな問題演習を行います。

※横浜エデュカは、Rの１レベルです。

夏期  図形と式R/S 高１数学R/S 後期指定講習
R  基礎  S  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１数学RSコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

図形（幾何）と式（代数）は、一見別々のもののように思えるかもしれませんが、実はこの２つは座標平面と論理を通じて結
びつけることができるのです。この講座では、座標平面における図形と式の対応について講義・演習します。また、その応
用として、図形について代数的発想（方程式と論理）で解くような問題や、条件を満たして動く点の軌跡についても扱います。

※横浜エデュカは、Rの１レベルです。

※夏期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料・配信日程については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合はZoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、代表クラス（同一レベルで1クラス）の授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

この他に、  JMO（日本数学オリンピック）に挑戦！   連分数入門  （33ページ）があります。
※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合はZoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、代表クラス（同一レベルで1クラス）の授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

● 公式を忘れた場合でも対応できるよう、根本の考え
方を教えてくれたのが良かった。 

「数列D」受講（海城）

● 「論理と図形」の問題を解いているのに、以前別の単
元で習ったことをたくさん活用したのが楽しかったで
す。また、学校で似たようなことを習った時に、少
し曖昧にごまかされていた部分がすっきりしました。

「論理と図形E」受講（桜蔭）

● 指数関数という数字が莫大な大きさになる話も、問
題のテーマが面白くてイメージを持ちながら解いてい
くことができたので楽しかった。一つひとつ丁寧な解
説があってとても良かった。

 「指数・対数関数R」受講（学芸大附属）

● まったくやったことのない単元でしたが、やさしめの
問題から少し発展的な問題まで取り組めたので、難
しすぎることも物足りなく感じることもなかったです。
5日間で大分理解できました。

 「図形と式S」受講（お茶の水附）

受講生の声 高１数学



The Saga of 
Darren Shan
著者：Darren Shan
総語数：48,726語

Darren Shanは、友達を
助けるため、バンパイアの
クレプスリーと取引をし、
半バンパイアとなり、彼の
冒険が始まります。友情・
努力・勝利の大事さを訴
えます。

Piggybook
著者：Anthony Browne
総語数：397語

多読教室には、楽しい絵
本もたくさんあります。こ
の絵本は、家事を手伝わ
ないパパ・息子達とママ
の絵本です。女子にも男
子にも人気です。

Wonder
著者：R.J.Palacio
総語数：73,053語

頭蓋骨が変形して生まれ
た少年と周囲の子供の物
語です。2017年に映画化
され、日本でも映画を観
た人も多いでしょう。高１
から高３まで多くの生徒に
感動を与えています。

The Losers Club
著者：Andrew Clements
総語数：46,368語

Alecは、授業中も隠れて
本を読むほど、読書好き。
みんなが好きな本をただ
読むだけの純粋な読書ク
ラブを立ち上げます。
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次の洋書は、2021年秋にＳＥＧの高１・２多読クラスで読まれた本の一例です。

問題集をやるより、洋書を読もう！

　英語を学ぶ目的って、何でしょう？ 入試問題を演習
し、入学試験で良い点を取ることも必要ですが、それ
以上に、英語を使って他の国の人 と々交流し、よりよい
世界を創っていくことではないでしょうか？
　日本に住んでいると、日常的に英語を使ってコミュニ
ケーションする機会はなかなかありませんが、英語の本
を読み、英語で感動し、英語で知識を増やすことなら
いつでもどこでもできるのです。ＳＥＧの多読クラスで、
自分が読めるやさしいレベルの本から、読める本のレベ
ルを少しずつ上げていくと同時に、外国人の先生から直
接英語で習っていけば、受験までには英文を速くしっか
り読めるようになります。多読と併行して、少しずつ受
験のための英語の勉強もしていくのが、ＳＥＧの英語多
読コースです。
　なお、高１英語多読DEFクラスは授業の半分が、外
国人の先生による英語のみの授業です。一部の大学入
試ではSpeakingも必要となりますが、訓練はＳＥＧだ
けで十分です。
　問題集をやるのではなく、生の英語のシャワーを浴び
て、英語力を伸ばしませんか？

英語が苦手でも大丈夫！

　最初から分厚い洋書を読める人はほとんどいません。
ＳＥＧでは、受講生の英語力・読書経験を考慮し、気
楽に読めるやさしい本から、徐々にレベルを上げていき
ます。
　一人ひとり、英語力・読書経験・趣味が異なるので、
多読指導は個別指導制となっており、クラスでは原則と
して全員が違う本を読みます。

英語が得意でも退屈しません！

　高校受験で高い文法力・語彙力を磨いた方、あるい
は、今まで文法中心に英語を学び、300語程度の短文
であればある程度難しくても読める方は、短期間の訓
練で速く・正確に長い本を読めるようになります。多読
クラスは個別指導なので、読める方にはどんどん難しい
本にレベルアップしてもらいます。英語が得意な方が英
語力を伸ばすのにも最適なメソッドです。

高２から徐々に受験対策にもシフト

　多読コースでは、高１から高３の３年間で300万語を
多読し、その中で、大学入試に必須となる基本的な表
現を自然に覚えていきます。単語を覚えて文法問題演
習を行うのに比べて、一見遠回りに見えますが、３つ
の大きなメリットがあります。
　（１）  英単語の、実際の英文の中での使われ方を含め

た『幅広い意味』が身につく
　（２）  単語の組み合わせによる表現の多様さに触れる

ことで、自然な表現が身につく
　（３）  長文に慣れることにより、英文を訳さずに、速

く正確に読めるようになる　
　長文を英語のまま理解できるようになれば、入試に
必要な文法・語彙・精読・和訳は高２から始めれば十
分です。高３の９月からはテスト演習で得点力を高め
ます。卒業生は、東大・京大・一橋大・国立大医・有
名私大医学部・外大・ICU・慶應・早大国際教養・上
智・Yale大学・オーストラリア国立大学・エジンバラ大
学など、国内外の幅広い大学に進学しています。

こんな洋書、
原書で読んでみませんか？

高 

１ 

英 

語 

多 

読   
高1英語多読高1英語多読

垣貫 惟周 さん

東京大学
文科Ⅰ類進学
（海城卒）

純粋に英語の本の世界を楽しませてくれる授業
　大学受験に向けて大手塾を回っていた中３のあるとき、ＳＥＧの多読システムを知り
ました。文型から入るシステマティックな学習ではなく、英語を一言語として学ぶ姿勢
に感銘を受け、入塾しようと思いました。実際、良い意味で飾り気がなく、純粋に英
語の本の世界を楽しませてくれる授業が好きでした。
　外国人の先生とお話できることも楽しく、机に向かって勉強するのが苦手な僕には
最適だと思いました。勉強というよりレクリエーションのようで、和気あいあいとした
雰囲気ゆえに、大勢の他校の友人ができました。

2022  合格者の声
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高 

１ 

英 

語 

多 

読   

夏期  英語多読多聴入門 入会試験付
中３・高１英語多読 新規生専用講習
基礎～上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●中３・高１英語多読新規入会希望者のための講座です。

９月から英語多読多聴Rへの編入希望者や、中３・高１で多読多聴に特化した指導を受けてみたい多読未経験者を対象と
したクラスです。多読多聴に特化し、日本人の多読指導専門の講師が選書、読書指導を行います。Oxford Reading Tree、
Foundations Reading Libraryのようなやさしい絵本・リーダーから始め、ゆっくりとレベルを上げていき、現時点の英語力
でぎりぎり読める本まで、多種多様な本を読んでもらいます。辞書を引かずに読める英語のレベルを上げていきましょう。
講座最終日に試験を行います。この試験は９ｰ11月期からの入会試験（R/D/E/Fにクラス分け）を兼ねています。

※ 多読の個別指導に特化したクラスのため、外国人講師による会話・文法・作文の指導はありません。日程の都合のつ
かない方は、  英語多読多聴R  の受講も可能です。

※この講座はZoom中継配信、録画映像配信による授業は行いません。

夏期  高１英語多読D/E/F 前期/後期 前期のみ入会試験付
高１英語多読D/E/F 前期・後期指定講習
D  基礎  E  中級  F  上級　各180分×5日間

新
宿
横
浜

●４ｰ６月期高１英語多読DEFコース在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。

授業の半分の時間を使って、各自の英語力・興味にあわせて、個別に選書、読書指導をします。授業時間の残りの半分は、
外国人講師が精読・会話・文法・WritingをAll Englishで指導します。

▶新規入会希望の方
夏期講習後期は、前期の講座最終日に行われる９ｰ11月期のクラス分け試験を兼ねた実力試験の結果レベルの講座を受
講してください。前期の講座が受講できない場合は、別途入会試験をお申し込みのうえ、受験してください。

※都合により対面授業に参加できない場合、外国人パート（OCパート）に限りZoom中継配信による受講も可能です。
※ やむを得ず欠席された場合のフォローとして、外国人パート（OCパート）に限り代表クラス（同一レベルで１クラス）の

授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

※横浜エデュカは、単独レベルです。

夏期  英語多読多聴R 前期/後期 前期のみ入会試験付
英語多読多聴R 前期・後期指定講習
基礎～上級　各180分×5日間

新
宿
横
浜

●４ｰ６月期英語多読多聴Rコース在籍者のための講座です（新規入会希望者の受講も可）。

多読多聴に特化し、日本人の多読指導専門の講師が選書、読書指導を行います。多読が初めての方は、Oxford 
Reading Treeのようなやさしいリーダーから始め、現時点の英語力でぎりぎり読める本まで、多種多様な本を読んでもら
います。多読経験者は、現時点で楽に読める本からレベルを上げていきます。辞書を引かずに読める英語のレベルを上げ
ていきましょう。なお、前期の講座最終日に試験を行います。この試験は９ｰ11月期からの入会試験（R/D/E/Fにクラス分け）
を兼ねています。

※多読の個別指導に特化したクラスのため、外国人講師による会話・文法・作文の指導はありません。

▶新規入会希望の方
前期の講座が受講できない場合は、別途入会試験をお申し込みのうえ、受験してください。

※この講座はZoom中継配信、録画映像配信による授業は行いません。

この他に、  Writing力養成・上級   英検®対策講座 準１級/２級  （34ページ）があります。
※夏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。

夏期講習講座案内コース案内

高１英語多読DEFコース クラスレベル ▶ D  基礎  E  中級  F  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

多読＋All Englishでの精読・会話・Writing演習
多読パート（80分）、OC（Oral Communication）パート（80分）の組み合わせ（20分休憩別途）で、英語力を向
上させます。多読パートでは、実際に授業時間中に本を読んでもらい、日本人講師がその様子をみて選書、読書指導
をします。また、速読や語彙の演習も行います。OCパートでは、外国人講師が精読・会話・文法・Writingの指導
を合わせて行います。試験結果により、D（基礎）、E（中級）、F（上級）の３レベルにクラス分けします。１クラス８～
18名程度です。
※横浜エデュカは、単独レベルです。

英語多読多聴Rコース（中３・高１対象） クラスレベル ▶ R  基礎～上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

日本人講師による多読・多聴集中指導
180分（20分休憩含む）の授業で、多読・音声や映像を用いた多聴を集中的に行うコースです。シャドーイングも行
います。英語に苦手意識が強い方、英語が得意でＳＥＧでは読書を集中的にしたい方、家では読書の時間がとれない
ので授業中に集中的に多読したい方に最適なコースです。

※対面授業に通えない方のための「英語多読郵送指導」については、39ページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。

学習スタイルに応じた２つのコース

※受講クラス・レベルを迷われる方のために、以下に「判定問題」を掲載しています。
　ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

英検®２級～準１級程度の英語力がある

帰国生などで英検®１級程度の英語力がある

英検®準２級～2級程度の英語力がある

英検®３級～準２級程度の英語力がある

高１英語多読 F 前期 / 後期

個別にご相談ください

高１英語多読 E 前期 / 後期

高１英語多読 D 前期 / 後期

➡
➡

➡
➡

➡
➡

➡
➡

　夏期講習は単独でも受講できますが、９月からの入会を希望される方は、入会前に前期・後期の講習をともに受
講されるとよりスムーズに入会できます。

高1英語多読 高1英語多読

英語多読多聴入門➡多読が初めて / 多読・多聴を
夏休みに集中的に行いたい。

多読・多聴と、精読・会話・
文法・作文の学習を併行して
行いたい。

夏期講習受講ガイド（ＳＥＧ新宿本校）
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際限のない思考を楽しむ

　化学における有名な例です
が、氷は圧力をかけると融ける
は単なる観測事実です。この
ことを説明するのに、水の状
態図（右図）の融解曲線の傾
きが負であることを用います
が、ほとんどの物質の融解曲
線の傾きが正であるのに、なぜ水は融解曲線の傾きが負
になっているのでしょう？  これには、 ルシャトリエの平衡
移動の法則と、氷の体積は同質量の水より大きいが関係
し、そこから説明をします（ルシャトリエの平衡移動の法
則の説明は化学の夏期講習で！）。それならば、なぜ固
体である氷の体積は液体である水の体積より大きいので
しょうか？ この説明には水素結合を用いますが、それな
らば、なぜ強いはずの水素結合で氷の体積は大きくなっ
てしまうのでしょう。一般には結合が強いと体積が小さく
なる傾向にあると考えるのが普通です。水だけが異常な
のでしょうか？ この説明には、水の分子構造を用います
が……。もう際限がありません。
　もういやだ！ と思いますか？ それとも、思考が深まる
ことこそ面白いと思いますか？ ＳＥＧではこのような「考
える」理科の授業が行われます。受験という目の前の目
標も大切ですが、高１という受験まで時間がある今だか
らこそ、際限のない思考を「楽しんで」みませんか？

見えないものが見えてくる？

　目に見えないことを考えるのも面白いものです。目に見

えない赤外線は、太陽の光をプリズムで赤橙黄緑青藍紫
に分解したとき、その領域の外に温度計を置いてみよう
とするアイデアから発見（1800年）されます（温度計の
温度が上がったのです）。そうすると、その発見に啓発さ
れて紫外線に意識が向きます。今度は温度計でなく塩化
銀が利用されます。塩化銀の銀イオンは紫外線により銀
単体に変化するので目に見えない紫外線が見えたことに
なります。これは、主として物理ですが、塩化銀は化学
です（最近の東大の化学の入試問題に塩化銀の感光性
が出題されています）。もちろんこの話も際限がなく、プ
リズムはなぜ白色光を赤橙黄緑青藍紫に分解できるの
か？ 光は温度とどのような関係にあるのか？ そもそも温
度とはなにか？……

教養として、受験科目としての理科を

　受験が近づくと、どうしても入試問題を処理して正解
を導き出すという技法に傾斜せざるを得ないのですが、
受験まで時間がある高１だからこそ、物理や化学を「楽し
む」という姿勢があってもよいとＳＥＧでは考えています。
　学校の成績を上げることに専念するというようなコース
ではありませんが、高２・高３と同様に高１の理科コース
でも受験までを見越した計画に基づきカリキュラムを練り
上げてあります。教養としての理科と、受験科目としての
理科を同居させるように授業が計画されています。
　ＳＥＧの理科コースは、理科が好きで「考える」という

「余裕のある」勉強を求めている方をお待ちしています。
体験的に夏期講習の受講もお勧めします。興味をお持ち
いただけましたら、ぜひご入会ください。

「考える」と「楽しむ」、理科の世界がここに！

圧
力

氷

融
解
曲
線

液体の水

温度0

水蒸気

　理科は考える科目です。知識も大切にしますが、
　●すべてのことを頭に格納するのは不可能。目の前のことでも見えていないことすらある。
　●頭にある知識を組み合わせ、知らないこと・見えていないことを予測・予想してみたいと思うのが第一歩。
　●目の前のことだけにとらわれず、自然界の背景にあるであろう法則を考える。
という基本的流れがあります。単に事実を連ねるだけでなく、この流れに従って勉強することが可能です。自
然界の目に見えること、すでに知られていることだけを知識とするだけでは、発展がありません。

高１物理Zコース 土曜昼のみの開講です。 新
宿
横
浜

高１～高２の夏までは、高校生が物理で扱う基本事象の紹介と、その事象を考えるに至った過程を歴史も含めて紹介
します。単に法則を覚えるのではなく、法則自体がどのように考えられてきたか？ から説きおこし、ときには捨てられ
た考え方にまで踏み込んで紹介します。授業順序は一般的に行われている物理教育のものとは違いますが、高２の秋
前までには高校生が扱う物理が総覧されます。高１～高２の夏までは講義中心の授業が行われ、復習中心の勉強とな
ります。高２の秋以降は段階的にレベルが上がる演習が始まり、予習中心の勉強となります。高３の秋以降は毎回実
戦的なテスト演習が行われる（採点して後日返却します）というように、受験も見越したカリキュラムになっています。

高１化学YZコース クラスレベル ▶ Y  中級  Z  上級
土曜夜のみの開講です。

新
宿
横
浜

化学の理論分野→有機化学→無機化学という順序で高１～高２の夏の終わりまでに、発展事項も含めた高校生が
扱う化学が総覧されます。高１～高２の夏までの授業は講義が中心で、授業時間中の集中と自宅での復習が必要
です。高２の秋からは演習型の授業になりますので、予習中心の勉強方法に変わります。特に高２の冬期講習から
は、やさしくない受験問題を扱い始めますので予習の時間が必要になります。高３の秋以降は毎回実戦的なテスト
演習が行われる（採点して後日返却します）というように、受験も見越したカリキュラムになっています。

　理科コースには「物理」と「化学」があります。いずれも選抜制ですので、講座最終日の入会試験を受験してください。
物理は単独レベルですが、化学は２レベルですのでクラス分けがあります。物理・化学いずれも学期末にまとめとなる試
験が課されます（出来が悪すぎる場合、次学期への継続受講ができなくなる場合がありますが、普段の授業に集中して
さえいれば問題ないはずです）。化学は学期末の試験結果でY（中級）、Z（上級）にクラス分けされます。
　カリキュラムの途中からの入会を避けたいとお考えの場合は、高２の春期開講のコースがありますので、ご検討ください。

年間進度表
2022

春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ２時間30分×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 ２時間30分×12週 ３時間×３日 ３時間×７週

高1 音や光の振動数 運動の法則
天体運動と重力 振り子の運動 静電気の力 蒸気機関とエネルギー

電気の流れ 電磁誘導 電気回路

2023
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 ３時間15分×12週 ３時間×4日 ３時間30分×7週

高2 音や光が
伝わる速さ

エネルギー量子
原子の理論 回転体の運動 特別講義※ 1 基礎演習

（力学・電磁気学）
基礎演習

（熱力学・波動）
応用演習

（交流・原子物理）

2024
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期・直前講習

３時間×５日 ３時間30分×12週 ３時間30分×12週

高3 応用演習 応用演習 オプション テストゼミ オプション
（各種対策講座・テストゼミ等）

※１ 理想気体のエントロピー・ファンデルワールスの相転移理論・ペランの実験・アインシュタインの揺動散逸定理・熱雑音を予定しています。

年間進度表
2022

春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ２時間30分×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 ２時間30分×12週 ３時間×３日 ３時間×７週

高1 原子構造 化学結合
物質の三態

化学反応と熱
反応速度 化学平衡

希薄溶液の性質
酸塩基反応
電離平衡

固体結晶 酸化還元反応
電池・電気分解

2023
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×６日 ３時間×５日 ３時間15分×12週 ３時間×4日 ３時間30分×7週

高2 有機化学
構造理論

有機化学
物性・高分子

無機化学
典型元素

無機化学
遷移・両性元素

理論化学
基礎演習

無機・理論
融合演習Ⅰ

有機化学
総合演習

2024
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期・直前講習

３時間×５日 ３時間30分×12週 ３時間30分×12週

高3 無機・理論
融合演習Ⅱ

理論化学
応用演習 オプション テストゼミ オプション

（各種対策講座・テストゼミ等）

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。
※夏期講習の講座案内については、次ページをご覧ください。

高 

１ 

理 

科
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高 

１ 

理 

科

◆入会講座
コースは春期講習から始まっていますが、夏期講習 運動の法則と重力 高1物理９月入会講座  で４～６月までの授
業内容から重点項目を絞り込んで紹介します。「この夏からＳＥＧで物理を学ぼう！」と思っている方は、この講座か
らの受講が必須です。物理の学習を体験する講座としても受講できます。９月以降の受講を予定されている方は、
高１物理Zコース指定講習  振り子の運動   静電気の力  も受講してください。

◆Zコース指定講習
人類が自然現象を捉えた過程を紹介するように講義を進めるのがＳＥＧの高１物理コースです。夏期講習では「振り
子の運動」と「静電気の力」の２つのテーマについて講義します。振り子は人類が時間を認識する一つの方法ですが、
公式的に周期を求める方法に注目するのではなく、なぜに等時性が成り立つのか？ など考え方に集中します。静電
気による現象は小学校でも授業で扱われていますが、結果だけ見て面白いと思うのではなく、その現象から電気の
存在をどのように認識したか？ という過程にも触れます。

夏期  運動の法則と重力 高１物理９月入会講座 入会試験付
高１物理Z 新規生専用講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１物理Zコース新規入会希望者のための講座です。

ＳＥＧで物理を学ぶコースは複数ありますが、その中でも高１から始まる３年間のZコースは、他のコースとは趣を異にす
る独特なコースです。この入会講座ではそのZコースの最後の募集を行います。４ｰ６月期ですでに行った講義のうち、運
動の法則と重力の中から、今後の講義を受けていただくのに必要不可欠な部分に絞って要約した講義を行います。この入
会講座を受けて、Zコースに飛び乗ってください。講座最終日にこの講座の内容に基づく入会試験を実施します。

夏期  振り子の運動 高１物理Z 前期指定講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１物理Zコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

かつて時間とは太陽の位置を指しました。何かの時間変化を調べるとは、その何かの状態と太陽の位置を比べることに
他なりませんでした。しかし太陽の動きは遅すぎるので、時間変化を詳しく調べるには太陽に替わるものが必要となります。
その替わりのものとは何か、その替わりのものの動きが正確であるとどうやって判断するのか。数学の新しい手法を生み
だしながら人類初の正確な時計を設計した、ホイヘンスの峻烈な才能を追います。

※新規入会希望の方は 運動の法則と重力  とあわせて受講してください。

夏期  静電気の力 高１物理Z 後期指定講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１物理Zコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

古代ローマのプリニウスによれば、雷雲がぶつかって擦れ合うと雷鳴が轟き、そのとき出る火花が稲妻であるそうです。
擦れ合うものの間に生じる静電気は、古くから知られていたのにも関わらず、長い間調べることができませんでした。電気
の力を調べることを可能にした考え抜かれた方法を紹介し、それによって明らかになった電気の力の驚くべき性質を紹介し
ます。私たちの身の周りに起こっている森羅万象を支配する電気の力の導入です。

※新規入会希望の方は 運動の法則と重力  とあわせて受講してください。

夏期  構造と結合の化学 高１化学９月入会講座 入会試験付
高１化学Y/Z 新規生専用講習
180分×6日間

新
宿
横
浜

●高１化学YZコース新規入会希望者のための講座です。

ＳＥＧの高１化学コースでは、６月までに原子構造・化学結合（共有結合・イオン結合・金属結合・配位結合）・分子間
力・分子形状・極性・水素結合・物質の状態（状態図・気体・固体）について講義を行いました。この講座では物質の状
態を除く内容をダイジェストにして紹介します。９月から高１化学コースに入会を予定されている方向けの講座です。講座
最終日にこの講座の内容に基づく入会試験を実施します。

夏期  熱と反応速度の化学 高１化学Y/Z 前期指定講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１化学YZコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

「エネルギー」、なんとも魅力的な用語です。化学では「エネルギー」の考え方をきちんと法則にすることにより、さまざま
な現象を説明できるようになります。この講座ではまずエネルギーの考え方を伝えます。講座の後半では、化学反応の進
み方に注目し、反応が進む「速さ」がどのように定まっているかについて考えます。遅いより速い方がいいと思いませんか？ 
化学反応はどうすれば速くなるかを考えます。

※新規入会希望の方は  構造と結合の化学  を先に受講してください。

夏期  平衡の化学 高１化学Y/Z 後期指定講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●高１化学YZコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

多くの化学反応は可逆（行ったり戻ったり）です。戻るということには理由があるのですが、まずはそれについて考えましょ
う。次に可逆であるならば反応は「最後はどうなるのか？」を考えてみましょう。化学反応の最後の落ち着き所の一つを化
学平衡と言い、さまざまな化学現象を支配していると言っても過言ではありません。この講座ではその平衡について講義
します。

※新規入会希望の方は  構造と結合の化学  を先に受講してください。

◆入会講座
コースは春期講習から始まっていますが、夏期講習 構造と結合の化学 高1化学９月入会講座  で６月までの授
業内容をダイジェストにして紹介します。「この夏から化学を始めよう！」と思っている方は、この講座から受講して
ください。９月以降の受講を予定されている方は、入会講座受講後、YZコース指定講習 熱と反応速度の化学   
平衡の化学  も受講してください。

◆YZコース指定講習
化学は楽しい科目ですが、現象を数値的にみるというちょっと硬い面もあります。夏期講習では、その堅苦しい面に
触れてみます。「化学反応と熱」「反応速度」「化学平衡」「平衡移動」が主なテーマです。それぞれ数式でカチッと
決められた法則により正確に数値が計算できます。その数値の正負や大きさに注目して、現象の「程度」を評価する
方法を理解していきましょう。

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。
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　高２数学では、学習進度に合わせて３つのコースを用意しています。いずれのコースも、冬期講習より受験数学コー
ス（理系：EFG、文系：LM）に移行し、大学受験に向けての講義・演習を行います。

今までの学習進度に合わせた３つのコース

「闘う」ための思考法・ 
発想法を手に入れよう！ 

　社会に出ると、論理的に考える力・新たなものを発想
する力が強く求められます。理系／医系／文系、研究
者／ビジネスマン、国内／国外を問わず、多くの問題と

「闘う」ためにこれらの力が必要です。このような事情か
らか、東大などの難関大学の数学の試験では、タフな
思考力と柔軟な発想力が要求される問題が出題されま
す。難関大の入試問題と「闘う」、そして社会に出てか
ら諸問題と「闘う」ために、どのような学習をするのが
適切でしょうか。　
　
　ＳＥＧでは、
　（１）概念の導入
　（２）解答に至るまでの思考法・発想法
の説明に時間をかけ、「闘い方」を伝えます。そして、公
式・解法の暗記に頼らずに自力で問題を解決するための
思考力・発想力を鍛えます。
　
　具体例で説明しましょう。例えば、

a1=6………①
an+1=3an -4……② (n=1, 2, 3,…){
で定義される数列{an}の一般項を求めよ。

という問題に対し、多くの学校・塾・予備校の授業
では「②のan+1, anをαに置き換えて得られる方程式

α=3α-4…③を作り、その解αに対して②から③を辺々
引いた式を考えれば良い」と「解き方」の説明がなされ
ます（「この解法は大切だから覚えなさい！」と指示され
ることもある!?）。しかし、「なぜこのような発想に至る
のか」が説明されることはほとんどありません。また、
この「解き方」を暗記したとしても、②と同タイプの漸
化式を解くことはできますが、②を少しひねった形、例
えば、②をan+1=3an+n2に置き換えた問題ではこの「解
き方」は歯が立ちません。
　ＳＥＧでは、「そもそも数列とは何か？」という根本的
なことからスタートし、「漸化式を解くにはどう発想す
れば良いか？」をじっくり扱います。これにより、解法
の暗記は不要になり、かつan+1=3an-4 でもan+1=3an+n2

でも無理なく「闘える」ようになります（詳しくは授
業で！）。　
　
　基本概念・原理の理解をもとに、さまざまな問題を
試行錯誤して解く。これが、ＳＥＧの考える「闘い方」
です。時間はかかりますが、きちんと取り組めば確実に
思考力・発想力を伸ばせます。そして、やがて授業・参
考書の解答より「スマート」な解答を発想することも可
能となるでしょう。思考力と発想力を底上げしたいみな
さん、夏からＳＥＧで数学を学びませんか？

（1）RSコースは、８月（夏期後期）より理系専用クラスとなり、文系の方は、LMコースに合流します。
（2）RSコース（理系）向けのオプション講習として、夏期に「複素数と図形」、冬期に「２次曲線」「数Ⅲ積分の探求｣を開講します。
（3）高２数学は、授業時間が学期によって異なります。授業開始・終了時間は36ページをご覧ください。

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。
※夏期講習の講座案内については、次ページをご覧ください。

年間進度表
2022 春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

高2数学 ３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 ３時間15分×12週 ３時間×４日 ３時間30分×7週

EFG
（理）

場合の数と
確率 微分（数Ⅲ） 複素数と図形 G：２次曲線と空間図形

EF：２次曲線 積分（数Ⅲ）
受験数学

（数列、確率）
受験数学

（写像、整数）
RS

（理文） 微分（数Ⅱ） 平面と空間の
ベクトル 積分（数Ⅱ） 極限と微分

（数Ⅲ）
微分・積分
（数Ⅲ）

LM
（文）

さまざまな
論証

多項式とその
微積分・関数の値域 数列 場合の数と確率

ベクトル
三角関数

有名不等式

受験数学
（整数）

受験数学
（写像、数列、
場合の数、確率）

受験数学理系
FGHコースへ接続

受験数学文系
LMコースへ接続

＊受講コース・クラスを迷われる方のために、「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。

高２数学EFGコース【理系】 クラスレベル ▶ E  基礎  F   中級  G  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

高２の春期～11月までで数Ⅲを学ぶコースです。数Ⅲ微分既習者を対象とします。
夏期講習は、下記の２講座を受講してください。

複素数と図形E/F/G 　　    ２次曲線E/F 
複素数と図形E/F/G     ＋   　 あるいは 
複素数と図形E/F/G 　　    ２次曲線と空間図形G  

※対面授業に通えない方のためのオンラインコース「高２数学VG」については、39 ～ 40ページをご覧ください。
※横浜エデュカは、E/Gの2レベルです。

高２数学RSコース【理系】 クラスレベル ▶ R  基礎  S  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

数Ⅲ微分未習者を対象とし、高２の夏期後期～11月までで数Ⅲ微積分を学ぶコースです。
夏期講習は、下記の講座を受講してください。

数Ⅲ微分入門R/S

※数Ⅱ微積分が未習の方は、この講座の前に  微分入門（数Ⅱ）   積分入門（数Ⅱ）R/S  を受講してください。
※横浜エデュカは、Ｓの１レベルです。

高２数学LMコース【文系】 クラスレベル ▶ L  基礎  M 上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

数Ⅰ・A、数Ⅱ・Bが既習で、受験で数Ⅲを必要としない文系志望の方のためのコースです。
夏期講習は、下記の講座を受講してください。

・数Ⅱ微積分既習…………………… 数列演習L/M  　　　  ＋  確率演習L/M
・数Ⅱ微分既習、数Ⅱ積分未習…… 積分入門（数Ⅱ）R/S   ＋  確率演習L/M
・数Ⅱ微積分未習…………………… 微分入門（数Ⅱ）     　   ＋  積分入門（数Ⅱ）R/S

※横浜エデュカは、Ｍの１レベルです。

高 

２ 

数 

学
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夏期  複素数と図形E/F/G 高２数学E/F/G 前期指定講習
E  基礎  F  中級  G  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学EFGコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。
Eulerの公式 eix=cosx+isinx 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

※横浜エデュカは、E/Gの２レベルです。
※Gクラスと同内容のオンライン授業（40ページ）もあります。

夏期  ２次曲線と空間図形Ｇ 高２数学G 後期指定講習
上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学EFGコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。
懐中電灯で壁を照らすと、縁の曲線は、楕円から放物線、そして双曲線へ変化します。これは、空間の円錐面を平面で切
ると切断面が楕円、放物線、双曲線になる事実に由来しています。この講座では、２次曲線を準線・離心率から統一的に
定義し、その幾何的意味、および軌跡への応用について学びます。

前提知識  空間ベクトル

※Gクラスと同内容のオンライン授業（40ページ）もあります。

夏期  ２次曲線E/F 高２数学E/F 後期指定講習
E  基礎  F  中級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学EFGコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。
 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次曲線について一から講義し、幾何的意味や軌跡への応用について学びます。演
習にも十分時間をとりますので、じっくり学びたい方にお勧めです。

※より発展的な事柄を学びたい方は、 ２次曲線と空間図形Ｇ  の受講がお勧めです（空間ベクトルの知識が必要です）。
※横浜エデュカは、Eの１レベルです。

夏期  積分入門（数Ⅱ）R/S 高２数学R/S 前期指定講習
R  基礎  S  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学RSコース、LMコース新規入会希望者で数Ⅱ積分が未習の方、４ｰ６月期高２数学RSコース在籍者のための講座です。
数Ⅱの積分法を講義・演習します。積分は教科書では ｢微分の逆｣としか説明されていません。しかしこれは ｢積分の計
算方法｣ にすぎず、それだけでは積分を理解したことにはならないのです。∫ f (x)dxが ｢無限小量 f (x)dxを無限個の xにつ
いて足し合わせたもの｣ であることを理解して初めて、体積や一日の平均気温が積分で表せる理由が分かります。なぜそ
れが ｢微分の逆｣ で計算できるのか？ 深い理解と確かな計算力をＳＥＧで身につけてください。

前提知識  数Ⅱの微分

※微分が未習の方は先に 微分入門（数Ⅱ） を必ず受講してください。
※横浜エデュカは、Sの１レベルです。

夏期  数Ⅲ微分入門R/S 高２数学R/S（理系）後期指定講習
R  基礎  S  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学RSコース新規入会希望者、４ｰ６月期高２数学RSコース在籍で理系希望者のための講座です。
数Ⅲ微分の導入部分を講義・演習します（極限、微分法と１次近似、三角・指数・対数関数の微分、無限級数）。計算
技術の習得だけでなく、教科書では強調されない「１次近似」の考え方を通じて、微分法のさまざまな計算公式の意味
を直感的に理解することを目標とします。数Ⅲ微分の残り（グラフ描画など）および数Ⅲ積分については、RSコースの 
９ｰ11月期で扱います。この夏から、数Ⅲ微積分をイメージ豊かに学びたい方にお勧めの講座です。

前提知識  数Ⅱの微積分、三角・指数・対数関数

※横浜エデュカは、Sの１レベルです。

夏期  数列演習L/M 高２数学Ｌ/M 前期指定講習
L  基礎  M 上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学LMコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。
｢数列｣ の重要事項について講義し、基本～発展レベルの問題演習を行います。Σ計算や漸化式、数学的帰納法にはさま
ざまなものがあり、「典型問題の解法の大量暗記」では難関大の入試にはまったく歯が立ちません。この講座では、少数
の基本原理のみを基本として、さまざまな問題を解いていきます。演習では、講師からヒントをもらいながら、各生徒が
自分のペースで問題を解きます。暗記した知識に頼るのではなく、「自分の頭で考えて」問題を解きたい、という方にお勧
めの講座です。理系の方も歓迎です。

前提知識  教科書レベルの数列

※横浜エデュカは、Mの１レベルです。

夏期  確率演習L/M 高２数学Ｌ/M、 R/S（文系）後期指定講習
L  基礎  M 上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学LMコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者、４ｰ６月期高２数学RSコース在籍で文系希望者のための講座です。

確率についての基本講義および基本～発展レベルの問題演習を行います（大学入試で頻出の「数列と確率の融合問題」
も扱います）。多くの高校生が確率を苦手としていることを踏まえ、この講座では「確率とはそもそも何か」「何が等確率な
のか」などの根本の確認をＳＥＧ流に行います。演習では、解答だけでなく、解答に至るまでの発想法やミスを発見する方
法を重点的に解説します。確率に対する苦手意識をなくし、かつ得意にすることを目標とします。理系の方にもお勧めです。

前提知識  教科書レベルの場合の数・確率、数列

※横浜エデュカは、Mの１レベルです。

夏期  数Ⅱ数Ｂ総合演習 高２数学 特別講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

数Ⅱ数Bを一通り学習済みの方を対象に、基本事項の確認から標準～入試レベルの問題の演習を行います。センター試験
や東大などの過去問も扱います。「問題を解く力」を底上げしたい方にお勧めの講座です。高２の余裕のある今の時期に、
数Ⅱ数Bの範囲の総確認をして、今後に備えましょう。

夏期  微分入門（数Ⅱ）【オンラインのみ】 高２数学 特別講習            
専用映像配信180分相当×5日間

新
宿
横
浜

●高２数学RSコース、LMコース新規入会希望者で数Ⅱ微分が未習の方のための講座です。
数Ⅱの微分法を一から講義・演習します。関数y = f (x)のグラフがなめらかなとき、１点（a, f(a))を中心に顕微鏡を覗くと
グラフは直線に見えます。このミクロの世界での直線（の傾き）を調べるだけで f (x)の複雑な変化が分かってしまう、これ
が微分法の考え方です。みなさんが自力で関数の複雑な変化を調べられるように、数学と自然科学の両方から興味深い
題材を提供します。

前提知識  多項式の割算

※事前に収録した授業映像を配信します。オンライン授業の詳細は38ページ以降をご覧ください。

夏期  高２数学ハイレベル演習 高２数学 特別講習
180分×3日間

新
宿
横
浜

大学入試では、どの分野の知識を用いて問題を解けばよいか明記されていません。冬期から始まる受験数学に先んじて、
この講座では、数Ⅱ・Ｂや数Ⅲなど今まで項目別に学んできた分野とは違った観点から問題をカテゴリー分けし、その演
習をします。更に単なる演習にとどまらず、それぞれの問題を通じて、背後にあるテーマは何か？ を考え、より難しい問
題を解くのに必要な洞察力を伸ばします。

前提知識  数Ⅰ・Ａ、数Ⅱ・Ｂ、数Ⅲ微分

高 

２ 

数 

学

この他に、  JMO（日本数学オリンピック）に挑戦！   連分数入門   線形代数入門   バナッハ・タルスキーと四元数  （33ページ）が
あります。
※夏期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料・配信日程については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、代表クラス（同一レベルで1クラス）の授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。
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英語が苦手でも大丈夫！

　受講生の英語力・読書経験を考慮し、気楽に読める
やさしい本から、徐々にレベルを上げていきます。一人
ひとり、英語力・読書経験・趣味が異なるので、多読
指導は個別指導制となっており、受講生各自の力と好み
に合った本を選書し、読んでもらいます。

英語が得意でも退屈しません！

　今まで文法中心に英語を学び、300語程度の短文
であればある程度難しくても読める方は、短期間の訓
練で速く・正確に長い本が読めるようになります。多
読クラスは個別指導なので、読める方にはどんどん難
しい本も読んでもらいます。したがって、英語が得意
な方でも退屈することはありません。高２の春期には、
１冊2000 ～ 4000語の本から始めて、６月末には、１冊
５万語を超す洋書を読めるようになる人も珍しくあり
ません。

多読で、入試長文に
たじろがない読解力を

こんな本読みませんか？

　近年では、問題文が1000語を超す長文総合問題は珍しくなくなりました。
　2022年入試でいうと、東工大は3348語、医科歯科大では1706語の長文が出題されています。この
長さの文章を読み、さらに設問に答えるとなると、分速150語を超す速さで正確に読む能力が要求されま
す。そうなると、日本語に訳して理解するのでは間に合いません。英語で直読直解する能力を伸ばすには、
英語の本を大量に読む多読が一番なのです。

A Good Girl's Guide 
to Murder
著者：Holly Jackson
総語数：101,302語

イギリスの田舎町に住む女
子高生が、高校の先輩の殺
人事件の真相を再調査。新
たな疑惑が明らかになるサ
スペンス小説。全３巻。

The Recruit
著者：Robert Muchamore
総語数：73,689語

秘密組織Cherubはイギリス
の諜報機関に所属し、高校
生達が犯罪者に接近して情
報を売る組織。普通の高校
生だった子どもたちが活躍
する冒険もの。高校生が主
人公なので読みやすい！
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　YZコースでは、多読の他に、日本人講師が授業の半分を入試問題形式の問題を素材に、精読・和訳・英作文・
文法演習を行います。英文の構造の理解を深め、より正確に意味をとり、和訳する力、英訳する力を伸ばします。
　Zクラスでは、難関大学の標準からやや難レベルの問題を中心に、ハイレベルな演習を行います。Yクラスでは、
難関大学のやや易から標準レベルの問題を中心に、基礎の徹底を図る演習を行います。

　FGコースでは、多読の他に、授業の半分（OCパート）で外国人講師が、Listening, Reading, Speaking, 
Writingの授業を行い、４技能すべてを伸ばします。
　高２のまだ余裕のある時期に、Listening, Speakingの力も含めた英語力を伸ばしたい人に最適です。なお、半年
間で、TOEFL®（ITP）で、最大94点、平均17点英語力を伸ばすことができます（2021年実績）。

入試に即応したYZコース

4技能を伸ばすFGコース

次の洋書は、2021年秋にＳＥＧの高２・３多読クラスで読まれた本の一例です。

高2英語多読 高2英語多読

● 精読パートでは、テキストにあることだけをマニュアル
どおりにやるのではなく、補足情報や、問題を解く時の
考え方、和訳の詳しいやり方なども教えてくれて、とて
もためになった。 「高２英語多読Z」受講（私）早稲田）

● 物語を読む面白さが、英語を読むというハードルを格段
に低くしてくれるので、気がついたら英語を読むことが
そんなに苦ではなくなった。精読パートも、学校とは

違う視点のため、以前より文の構造がよく見えるように
なってきた。 「高２英語多読Z」受講（吉祥女子）

● 多読パートも精読パートも最初は簡単に感じたが、授
業を受けていく中で、自分の理解が割といい加減だっ
たということに気づくことができた。また、「理科に
ついての本を読みたい」という希望に応えてくれて嬉し
かった。 「高２英語多読Y」受講（海城）

受講生の声 高2英語多読YZ

● 外国人パートでは、難しい単語を言い換えながら文章を
読んでくれたところが良かった。多読パートでは、文法
や語法のプリントも配布されて、とてもためになった。

「高２英語多読G」受講（筑駒）

● 多読パートは本に集中できて良かったです。『Slated』
という本にハマってしまい、熱中して読みました。外国
人パートでは、興味深い内容だった言語学の話をした
り、ゲームをしたり、楽しく会話をすることができました。

 「高２英語多読G」受講（吉祥女子）

● 英語多読の授業を初めて受けたが、多読パート・外国
人パートどちらも優しく接していただき、不安な気持ち
もすぐになくなった。多読パートでは、やさしいレベル
の長文の本を渡してくれたので楽しく読めたし、希望の
本も読むことができて良かった。外国人の先生は、分
かりやすい英語を話してくれて、何か言えばリアクショ
ンをとってくれて面白かった。

 「高２英語多読F」受講（白百合）

受講生の声 高2英語多読FG
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学習スタイルに応じた２つのコース

高２英語多読YZコース クラスレベル ▶ Y   基礎～中級  Z  中級～上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

多読＋日本語での基礎文法・和訳演習
多読パート（90分）、日本人精読パート（90分）の組み合わせ（20分休憩別途）で、英語力を向上させます。多読パー
トでは、実際に授業時間中に本を読んでもらい、講師がその様子をみて、受講生本人の好み・読書力・進学希望学部
等を考慮して個別に選書、読書指導をします。試験結果により、Y（基礎～中級）、Z（中級～上級）の２レベルにクラ
ス分けします。１クラス10 ～20名程度です。

◆日本人精読パート
Z（中級～上級） 
オリジナルテキストを使って、標準からやや難レベルの入試問題の英文を教材に、文章の正確な読み方を日本語で
指導します。高３で入試問題演習にスムーズに入れるよう、読解力の向上ならびに解答力の強化を目指します。また、
併行して文法・語法演習、英作文演習および熟語演習も行います。大学入試に早めに備えたい方に適しています。

Y（基礎～中級） 
オリジナルテキストを使って、やや易から標準レベルの入試問題に取り組み、読解力の定着を図り、実戦力を身
につける演習を行います。また、併行して文法・語法演習および熟語演習も行います。日本語での解説を望む方、
読解力・作文の基礎をしっかりと固めたい方に適しています。

高２英語多読FGコース クラスレベル ▶ F  中級  G  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

多読＋All Englishでの精読・作文演習
多読パート（90分）、OC（Oral Communication）パート（90分）の組み合わせ（20分休憩別途）で、英語力を
向上させます。多読パートでは、実際に授業時間中に本を読んでもらい、講師がその様子をみて、受講生本人の好
み・読書力・進学希望学部等を考慮して個別に選書、読書指導をします。また、多読と併行して、入試リスニング、
英作文、速読の演習も行います。OCパートでは、外国人講師による精読・会話・文法・Writingの指導を行いま
す。試験結果により、F（中級）、G（上級）の２レベルにクラス分けします。１クラス10 ～20名程度です。

※対面授業に通えない方のための「英語多読郵送指導」については、39ページをご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。

横浜エデュカの高2英語多読コースは、ＳＥＧとカリキュラムが異なります。
詳細はエデュカのホームページをご覧ください。

　“Oxford Bookworms ４”を２時間以内で読める方はG（上級）クラスを、“Oxford Bookworms ２”を１時間
以内で読める方はF（中級）またはZ（中級～上級）クラスを受講してください。なお、それ以上の時間がかかる方には、
Y（基礎～中級）クラスがお勧めです。

夏期  高２英文法基礎徹底 【オンラインのみ】 高２英語 特別講習                 
専用映像配信基礎　90分相当×1日間

新
宿
横
浜

●高２英語多読YZコース新規入会希望者のための講座です。

春期講習・４ｰ６月期に高２英語多読YZコースを受講していなかった方向けに、英文法の基本部分を解説・演習します。
高２英語多読Y/Zを夏期講習または９ｰ11月期から受講する方は、この講座を受講してください。内容は、品詞、文の構
成要素と品詞の関係、句および節、５文型の基本と応用が中心です。これらの根底事項は大学受験に向けた英語学習
上必須であり、理解が不十分なままでは、英語学習のさまざまな場面で支障が生じます。今まで「なんとなく」「適当に」
英文を読んできた人は、この講座を活用することで、普段触れている英文への理解を深めてもらいたいと思います。

※オンライン授業の詳細は38ページ以降をご覧ください。

夏期  高２英語多読 Y/Z 前期/後期 前期のみ入会試験付
高２英語多読Y/Z 前期・後期指定講習
Y  基礎～中級  Z  中級～上級　各200分×5日間

新
宿
横
浜

●高２英語多読YZコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

授業の半分が多読、半分が精読演習の授業です。多読では、現時点の英語力で気楽に読める本から始めて、ぎりぎり読
める本まで、多種多様な洋書を読んでもらいます。精読演習の授業では、前期は、４ｰ６月期からの続きで、文法を軸と
して文法・構文・作文問題に取り組み、併行して段落単位の読解演習を行います。また、Zクラスでは、頻出構文を中心
とする英作文演習も行います。後期は、実際の入試の長文問題を使った演習に進み、総合的な読解力の向上を目指します。
あわせて熟語演習と英作文演習も行います。

▶新規入会希望の方
夏期講習後期は、前期の講座最終日に行われる９ｰ 11月期のクラス分け試験を兼ねた実力試験の結果レベルの講座を受
講してください。前期の講座が受講できない場合は、別途入会試験をお申し込みのうえ、受験してください。
 高２英文法基礎徹底   もあわせて受講してください。

※都合により対面授業に参加できない場合、精読パートに限りZoom中継配信による受講も可能です。
※ やむを得ず欠席された場合のフォローとして、精読パートに限り代表クラス（同一レベルで1クラス）の授業の録画映像

をＳＥＧオンラインで配信します。

夏期  高２英語多読 F/G 前期/後期 前期のみ入会試験付
高２英語多読F/G 前期・後期指定講習
F  中級  G  上級　各200分×5日間

新
宿
横
浜

●高２英語多読FGコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

授業の半分が多読、半分が外国人講師による、精読・会話の授業です。多読の授業では、授業内に読書してもらい、各
自の英語力・興味に合わせて個別に選書、読書指導をします。会話・Writingの授業は、前期・後期とも21st Century 
Reading（F：Book３、G：Book４）をテキストにAll Englishで行います。英文を直読直解で精読するとともに、授業内の
ディスカッションで、会話力、作文力を伸ばし、Essay Writingを通じて、文法・語彙をチェックします。

▶新規入会希望の方
夏期講習後期は、前期の講座最終日に行われる９ｰ 11月期のクラス分け試験を兼ねた実力試験の結果レベルの講座を受
講してください。前期の講座が受講できない場合は、別途入会試験をお申し込みのうえ、受験してください。

※都合により対面授業に参加できない場合、外国人パート（OCパート）に限りZoom中継配信による受講も可能です。
※ やむを得ず欠席された場合のフォローとして、外国人パート（OCパート）に限り代表クラス（同一レベルで1クラス）の授

業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

この他に、  Writing力養成・上級   英検®対策講座 準１級/２級  （34ページ）があります。
※夏期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料・配信日程については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

※受講クラス・レベルを迷われる方のために、以下に「判定問題」を掲載しています。
　ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［夏期講習から始めよう！］

高２英語多読 Y/Z 前期/後期➡多読・多聴と、日本語での精読・文法・作文の演習
で、早めに受験対策をしたい。

高２英語多読 F/G 前期/後期➡多読・多聴と、All Englishでの精読・会話・文法・
作文の演習で、４技能をさらに伸ばしたい。

　夏期講習は単独でも受講できますが、９月からの入会を希望される方は、入会前に前期・後期の講習をともに受
講されるとよりスムーズに入会できます。

夏期講習受講ガイド（ＳＥＧ新宿本校）

高２英文法基礎徹底＋
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夏期から
理科を始めよう！ 

　理科の勉強は高３から始めればよいと思っていませんか？　高２から始めれば基礎講義から応用演習ま
で大学入試に向けて万全の準備が整えられます。「まだ早い」は「手遅れの第一歩」と考えて、この夏から
理科の準備を始めましょう！

考え方・証明の仕方を示すＳＥＧの「講義」

入会講座からスタート！

　理科は自然現象を扱う教科ですが、決してすでに知
られている現象を覚えたり公式を覚えて使うだけの教科
ではありません。将来的には、まだ発見されていない自
然現象を法則に基づいて「思考」し「探究」できるよう
な能力・考え方を身につける必要があります。過去に出
題された多量の入試問題の答や解き方を覚えていくよう
な学習では、思考力も探究力もない人材となってしまい、
大学からも決して歓迎されません。大学入学共通テスト
も含めて、ＳＥＧの授業は入試・入学後両方に自然に活
用できるように行われます。
　ＳＥＧの理科の授業は、さまざまな自然現象について

「なぜそのような現象が生じるのか？」「現象を司る法則
はどのようなもので、そこからどのようなことが導かれ
るのか？」に重点が置かれています。「なぜ」と「現象」
を結びつける方法を理解することで、東大などでよく出
題される「あまり知られていない現象」に出会ったとき
にも、自分の頭のみでその場で対処でき、さらに「未知
の現象」も探究できる力が養われていきます。
　なお、問題演習は講義内容の理解の確認・定着の

「補助」として行います。自然現象の一つの具体的な状
況として問題を捉え、そこで利用する公式を判断したり、
その結果が表す意味を学びます。

　ＳＥＧでは、高２の春から大学入試までの２年間で高校物理・化
学全範囲について、その考え方を構築する「講義」と、身につけ
た考え方を入試問題に利用する方法を学ぶ「演習」で、大学入試
合格に必要な実力を完成させるコースを開講しています（高２物理
FGH・高２化学FGH）。この夏期講習では「入会講座」として、春
から６月まで扱った内容をダイジェストにした講座をご用意しました。
　入会講座から受講すれば、物理・化学について最初から完成させ
ていくことができます。
　「学校で学び始めたが、さぼってしまったので最初から勉強したい」

「大学入試に向けて体系的に学びたい」という方は、夏の入会講座か
らスタートし、９月からは「高２物理FGHコース」「高２化学FGHコー
ス」を受講してください。

物理公式
x軸上を運動する質量mの物体に作用する力が−k(x−A)(kは正の定数、Aは定数）であるとき、運動は
単振動になり、その周期は、2π m-k 、中心の座標はx=A

授業で扱うのは
この公式はどのように誘導されるのか？ この公式がもつ物理的な意味はどのようなものか？ なぜ
kは正でなくてはいけないのか？ この運動を力学的エネルギーから評価すると？ なぜ中心や振幅が
周期に影響しないのか？

化学公式 一価弱酸の初期濃度がC［mol/L］、酸解離定数がKa［mol/L］のとき、水溶液中の水素イオン濃度
はほぼ CKa［mol/L］

授業で扱うのは この公式はどのように誘導されるのか？ この公式はどういう場面で使用できなくなるのか？ この公
式がもつ化学的な意味はどのようなものか？ そもそも弱酸とはどういう構造をもつ酸か？

高 

２ 

理 

科

佐藤 遼都 さん

東京大学
理科Ⅰ類進学
（筑駒卒）

解き終えた問題を吟味する重要性を教わった
　ＳＥＧに通っている友人の話から良さそうだと思い、高２から受講し始めました。
　化学の授業では、駄洒落やギャグで楽しませてくれるだけでなく、授業時間の枠を
超えても熱心に化学の話をしてくれたことや、実験を通して理解を深めようとしてくれ
たことなどが、特に印象に残っています。配向性の話をするときに人気女優の話を例
に出すなど、あの手この手で生徒の理解を深めようとしてくださいました。
　数学の授業では、解き終えた問題を吟味する重要性を学びました。僕には、一つの
ことに集中すると周りが見えなくなってしまう傾向があるため、このことを教わってい
なかったら、本番でも間違いに気づかずに次に進んでしまう可能性が高かったと思い
ます。数学に限った話ではなく、すべての科目に共通する重要ポイントを教わりました。

2022  合格者の声
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年間進度表

2021
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ２時間30分×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 2時間30分×12週 ３時間×３日 ３時間×7週

高
１ Z 音や光の振動数 運動の法則

天体運動と重力 振り子の運動 静電気の力
蒸気機関と
エネルギー
電気の流れ

電磁誘導 電気回路

2022
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×5日 ３時間×5日 3時間15分×12週 ３時間×4日 ３時間30分×7週

高
２ Z 音や光が

伝わる速さ
エネルギー量子
原子の理論 回転体の運動 特別講義＊2 基礎演習

（力学・電磁気学）
基礎演習

（熱力学・波動）
応用演習

（交流・原子物理）

2023
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期・直前講習

３時間×５日 ３時間30分×12週 ３時間30分×12週

高
３ Z 応用演習 応用演習 オプション＊3 テストゼミ オプション＊3

（各種対策講座・テストゼミ等）

入 会 講 座 指 定 講 習

YES

受講後

NO

力学的エネルギー（仕事と保存）、運動量（力積と
保存）、運動方程式と単振動の基本について既習

力学法則の基礎と応用

熱力学研究F/G

回転運動の力学F/G

年間進度表

2022
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日×2 ３時間15分×12週 ３時間×４日 ３時間30分×7週

高
２

H
力学導入

（運動方程式）

力学の基礎と応用 熱力学研究
振動と波動

電場・磁場 直流回路

交流回路
光波

FG 力学の諸法則 熱力学研究
回転運動の力学

交流回路
振動と波動

2023
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期・直前講習

３時間×５日 ３時間30分×12週 ３時間×５日×2 ３時間30分×12週

高
３

H 原子 力学・熱力学
弾性波動演習

電場・電気回路演習
磁場・光波演習 テストゼミ

（全分野）
オプション＊1

（各種対策講座・テストゼミ等）
FG 光波 力学・熱力学

波動演習
電磁気演習

原子講義・演習

＊1 高３の冬期・直前には指定講習はありません。ご希望にあわせて受講してください。
※高２物理は、授業時間が学期によって異なります。授業開始・終了時間は36ページをご覧ください。
※横浜エデュカは、単独レベルです。

＊2 理想気体のエントロピー・ファンデルワールスの相転移理論・ペランの実験・アインシュタインの揺動散逸定理・熱雑音を扱います。
＊3 高３の夏期、冬期・直前には指定講習はありません。ご希望にあわせて受講してください。
※高２物理は、授業時間が学期によって異なります。授業開始・終了時間は36ページをご覧ください。

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。
※夏期講習の講座案内については、29 ～ 30ページをご覧ください。

高２物理FGHコース クラスレベル ▶ F  基礎  G  中級  H  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

高２の間はとにかく講義！ 高校物理の全体像を一通り提示する講義型授業です。演習は全体像を見渡し終わる高３
の４月から始まります。夏期講習は、以下の範囲の既習状況に応じて受講してください。

高２物理Zコース 土曜夜のみの開講です。 新
宿
横
浜

高２物理Zコースは、高１春から高３の冬まで約３年かけて物理を学ぶコースです。高１および高２の夏までに物理の
法則の基礎講義が完了し、高２の秋からは受験的な演習に入ります。
申し訳ありませんが、高２物理Zコースの通常授業および夏期講習の受講は、4-６月期に高２物理Zコースを受講され
ている生徒さん限定とさせていただいております。新規に受講希望の方は高２物理FGHコースを受講してください。

4-6月期高２物理Ｚコース
在籍者限定

＊1 前期は6日間です。
＊2 高３の冬期・直前には指定講習はありません。ご希望にあわせて受講してください。
※高２化学は、授業時間が学期によって異なります。授業開始・終了時間は36ページをご覧ください。
※横浜エデュカは、単独レベルです。

＊3 高３の夏期、冬期・直前には指定講習はありません。ご希望にあわせて受講してください。
※高２化学は、授業時間が学期によって異なります。授業開始・終了時間は36ページをご覧ください。

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況により、授業形式や授業回数が一部変更されることがあります。
※夏期講習の講座案内については、31～ 32ページをご覧ください。

NO

理論分野（特に平衡・反応速度・希薄溶液の性質）
有機分野（特にアミノ酸・糖類）について既習

高２FGHコースへ

YES
高２無機化学講義Ⅰ

高２無機化学講義Ⅱ

年間進度表

2022
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日×2 ３時間15分×12週 ３時間×４日 ３時間30分×7週

高
２ FGH

化学理論導入
原子構造・周期律

化学結合

化学理論発展
物質の三態

熱・速度・平衡

化学物性理論
酸塩基
酸化還元

無機化学
導入～発展

有機化学導入
構造理論
異性体

有機化学発展
物性・医薬品

高分子

2023
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期・直前講習

３時間×５日 ３時間30分×12週 ３時間×５日×2＊1 ３時間30分×12週

高
3 FGH 理論完成①

（演習）
理論完成②
（演習）

無機・有機
物性完成
（演習）

テストゼミ
（全分野）

オプション＊2

（各種対策講座・テストゼミ等）

年間進度表

2021
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ２時間30分×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 2時間30分×12週 ３時間×３日 ３時間×7週

高
１ YZ 原子構造 化学結合

物質の三態
化学反応と熱
反応速度 化学平衡

希薄溶液の性質
酸塩基反応
電離平衡

固体結晶 酸化還元反応
電池・電気分解

2022
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×６日 ３時間×５日 3時間15分×12週 ３時間×4日 ３時間30分×7週

高
２ YZ 有機化学

構造理論
有機化学

物性・高分子
無機化学
典型元素

無機化学
遷移・両性元素

理論化学
基礎演習

無機・理論
融合演習Ⅰ

有機化学
総合演習

2023
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習 ９ｰ11月期 冬期・直前講習

３時間×５日 ３時間30分×12週 ３時間30分×12週

高
３ YZ 無機・理論

融合演習Ⅱ
理論化学
応用演習 オプション＊3 テストゼミ オプション＊3

（各種対策講座・テストゼミ等）

高２化学FGHコース クラスレベル ▶ F   基礎  G  中級  H  上級
開講曜日については、36ページをご覧ください。

新
宿
横
浜

化学の項目を理論→無機化学→有機化学という順番で講義します。化学法則が独立した知識の集まりではなく、き
れいに結びついていると分かることがこの順番で行われる授業の目的です。演習は知識の確認を含めて、全体像を見
渡し終わる高３の春期から始まります。夏期講習は、以下の範囲の既習状況に応じて受講してください。

高２化学YZコース クラスレベル ▶ Y  中級  Z  上級
土曜昼のみの開講です。

新
宿
横
浜

すでに高１の段階で学習が先行している方向けの授業です。化学平衡など極めて重要な項目は理解していることを前
提として授業を行います。高２の前半は有機化学と無機化学の講義、高２の９月からは演習が始まります。夏期講習は、
以下の講座を受講してください。

高 

２ 

理 

科

受講後
構造と結合の化学

入 会 講 座 指 定 講 習

YESYES

NO NO

水素結合、配位結合
について既習

反応速度、化学平衡
について既習 酸と塩基の化学FG/H

電気と酸化還元の化学FG/H
熱と平衡の化学



夏期講習講座案内（物理） 高2理科高2理科
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夏期  力学法則の基礎と応用 高２物理FG９月入会講座 入会試験付
高２物理F/G 新規生専用講習
180分×6日間

新
宿
横
浜

●高２物理FGコース新規入会希望者のための講座です。

春期から６月にかけて授業で扱った力学法則（運動学、運動方程式、運動量と力積、エネルギーと仕事）について、基
礎から紹介する講座です。また、それら基本法則の応用として、単振動・衝突・二体問題を取り上げて、物理法則に基
づいて物体の運動（動き）がどう理解できるのかを学びます。講座最終日にこの講座の内容に基づく入会試験＊を実施し
ます。９月から高２物理コースへの入会を希望する方はこの講座に続いて  熱力学研究F/G   回転運動の力学F/G  を受
講してください。

前提知識  ベクトル、微分（数Ⅱ）、できれば積分（数Ⅱ）の知識があると理解しやすい。

＊試験で基準点を超えた場合は、Hクラスを推奨する場合があります。

※横浜エデュカは、オンラインで開講します（入会試験は付いていません）。

夏期  熱力学研究F/G 高２物理F/G 前期指定講習
F  基礎  G  中級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２物理FGコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

日常でよく「熱エネルギー」という言葉を聞きますが、その正体は何でしょうか。また、どのような法則に従うのでしょうか。
この講座ではミクロな視点・マクロな視点を駆使して熱エネルギーの正体に迫ります。また、その応用例として、エンジ
ンの仕組み、エアコンによるヒートアイランド現象の仕組み、そして雲のできかたなどの話題に触れます。それらを通して、
身の周りのさまざまな熱現象を深く理解できるようになるでしょう。

前提知識  力学（運動方程式、仕事とエネルギー、力積と運動量）の基本法則

※横浜エデュカは、単独レベルです。

夏期  熱力学研究H 高２物理H 前期指定講習
上級　180分×５日間

新
宿
横
浜

●４ｰ６月期高２物理Hクラス在籍者のための講座です。

この講座のメインのテーマは、熱力学（名称は似ていますが力学とは別の分野です）の理論の学習です。学習の道具とし
て理想気体と呼ばれる、分子間の相互作用を無視した理想的な物質を導入します。理想気体の対極には剛体と呼ばれる
理想的な物体があります。初日には、導入と力学の復習を兼ねて、剛体の運動について学びます。２日目からは、熱や温
度といった新しい概念を導入して熱力学の世界に入っていきます。

前提知識  物理基礎・物理の力学全範囲

夏期  回転運動の力学F/G 高２物理F/G 後期指定講習
F  基礎  G  中級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２物理FGコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

４ｰ６月期では主に直線的な運動に注目し、物体が力を受け加速・減速する様子を分析してきました。今回は、円や楕円
を描いて運動する場合を取り上げます。力の方向と運動の方向が違っていた場合にどのようなことが起こるのかをしっかり
と考えることで、「力とは何なのか」について、より一層理解が深まります。また、万有引力による楕円運動では宇宙関連
の話題も取り上げます。人工衛星についての理解も深まるでしょう。

前提知識   F   力学の基本法則（特に運動方程式・力学的エネルギー）、できれば等速円運動、積分（数Ⅱ）の知識がある
と理解しやすい。

　　　 　 G 力学の基本法則（特に運動方程式・力学的エネルギー）、等速円運動、積分（数Ⅱ）

※横浜エデュカは、単独レベルです。

夏期  振動と波動H 高２物理H 後期指定講習
上級　180分×５日間

新
宿
横
浜

●４ｰ６月期高２物理Hクラス在籍者のための講座です。

空間の１点に励起された振動が連続的に伝播する現象を波（波動）と呼びます。具体的な波動現象としては音波や水面波
のような物質の振動の波（力学的波動）と、電場・磁場の振動の波である電磁波（光波）があります。この講座では力学
的波動について、力学的な考察も交えて学んでいきます。光波の学習は、電場・磁場を紹介した後（１ｰ２月期）に扱います。

前提知識  物理基礎・物理の力学全範囲

夏期  回転体の運動 高２物理Ｚ 前期指定講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●４ｰ６月期高２物理Ｚコース在籍者のための講座です。

独楽は多くの学者を魅了してきました。独楽は回る速さが鈍ると軸がぶれ始め、やがて完全に倒れて床を転がります。地
球も独楽のようにクルクル回っています。事実地球は独楽そのものです。その軸は２万６千年周期でぶれているのです。こ
の複雑な動きを解析しようとしたときに、運動方程式という手法が開発され、その方程式の重要性が認識されました。
紀元前における地軸のぶれの発見から始めて、運動方程式による解析まで行きましょう。

夏期  高２物理Z特別講義 高２物理Ｚ 後期指定講習
180分×5日間

新
宿
横
浜

●４ｰ６月期高２物理Ｚコース在籍者のための講座です。

液体の水を熱すると気体の水蒸気に変わります。この当然の境界は、200気圧を少し超えたところで消失します。液体と
気体の境がないこの状態は、どちらも同じ状態方程式で記述できるはずです。このファンデルワールスの相転移の理論を
はじめ、現代物理の要となる話題を扱います。大学受験の枠は完全に超えます。この講習はZコースで学んできたご褒美
です。９月からは普通のカリキュラムに入ります。その前に弾けようではありませんか。

４-６月期高２物理
Ｚコース在籍者限定

４-６月期高２物理
Ｚコース在籍者限定

高 

２ 

理 

科

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

● 学校とは違う視点で、問題の解き方を教わることがで
きた。物理を学ぶ楽しさが少し分かった気がする。

「力学法則の基礎と応用」受講（女子学院）

● 運動方程式がさまざまな式の元になっていることを知れ
て、今まで習ってきた物理が一筋に繋がり、良かった
です。 「力学法則の基礎と応用」受講（本郷）

● 熱力学について、学校ではここまで深く掘り下げてくれ
なかったので、理解が深まりました。

「熱力学研究H」受講（駒場東邦）

● 日常生活でよく見る現象を式などで理解できて、物理っ
て面白いなと思いました。楽しかったです。

「熱力学研究F」受講（雙葉）

● 化学が結構好きなので、化学を交えた雑談が面白かっ
たです。力学の復習も適度にしていただけたので、い
い復習にもなりました。 

「回転運動の力学G」受講（桐朋）

● 万有引力を少し学んだ時はあまりよく分からなかったの
ですが、この講習で万有引力がどのようなものかをきち
んと理解することができました。

 「回転運動の力学F」受講（私）芝）

● 式を書いて答を求めるだけでなく、そこから分かること
を丁寧に教えてくださり、とても勉強になりました。

 「回転運動の力学F」受講（桐蔭学園）

受講生の声 高２物理



夏期講習講座案内（化学） 高2理科高2理科
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夏期  構造と結合の化学 高２化学FGH９月入会講座Ⅰ 入会試験付
高２化学F/G/H 新規生専用講習
180分×6日間

新
宿
横
浜

●高２化学FGHコース新規入会希望者のための講座です。

高２化学FGHコースでは３～６月の間に、酸塩基・酸化還元を除く理論化学全範囲の講義を完了しています。この講座
では、そのうちの原子構造・周期律・化学結合・結晶理論について講義します。９月からは無機化学に入りますが、それ
を学ぶうえで必要になる項目です。春期でこの講座を受講されなかった方、９月から入会を予定されている方で、この範囲
が苦手な方は必ず受講してください。講座最終日にこの講座の内容に基づく入会試験を実施します。

※９月から入会を希望される方は、  熱と平衡の化学 高２化学９月入会講座Ⅱ   酸と塩基の化学FG/H   
　 電気と酸化還元の化学FG/H  も受講してください。

夏期  熱と平衡の化学 高２化学FGH９月入会講座Ⅱ 入会試験付
高２化学F/G/H 新規生専用講習
180分×6日間

新
宿
横
浜

●高２化学FGHコース新規入会希望者のための講座です。

高２化学FGHコースでは３～６月の間に、酸塩基・酸化還元を除く理論化学全範囲の講義を完了しています。この講座
では、化学反応速度・化学平衡に、熱化学と溶液の諸法則を加えて講義します（夏期講習の  酸と塩基の化学FG/H  を
受講するうえでも必要です）。９月から入会を予定されている方は、この範囲の内容が抜けないように受講してください。
講座最終日にこの講座の内容に基づく入会試験を実施します。

※ ９月から入会を希望される方は、  酸と塩基の化学FG/H   電気と酸化還元の化学FG/H  も受講してください。

前提知識  原子構造、化学結合、物質の状態

※横浜エデュカは、オンラインで開講します（入会試験は付いていません）。

夏期  酸と塩基の化学FG/H 高２化学F/G/H 前期指定講習
FG  中級  H  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２化学FGHコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

高校化学反応の二大形式の一つである酸塩基反応と電離平衡理論を基礎から発展まで講義します。酸・塩基の定義と反
応、電離平衡と水溶液の液性（pHの計算）、酸塩基反応を利用した濃度測定（中和滴定）等について、化学反応の仕組み、
および化学平衡理論に基づいて扱います。特に電離平衡の扱いに重点が置かれますので、化学平衡の予備知識が必要
になります。Ｈクラスでは化学平衡の理論を駆使し、緩衝作用・指示薬の変色理論等の応用課題にも取り組みます。

前提知識  物質の構造と状態・化学反応の理論（熱・反応速度・平衡）

※横浜エデュカは、単独レベルです。

夏期  電気と酸化還元の化学FG/H 高２化学F/G/H 後期指定講習
FG  中級  H  上級　180分×5日間

新
宿
横
浜

●高２化学FGHコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

高校化学反応の二大形式の一つである酸化還元反応と、その応用である電池・電気分解の理論を基礎から発展まで講義
します。酸化還元反応と酸化還元滴定、電池の構造と起電力、電気分解の定量的扱い等について、物質の構造と物質
の持つエネルギー、化学平衡理論に基づいて扱います。Ｈクラスではネルンストの式等を用いた電気エネルギーの定量的
扱いにも取り組みます。  酸と塩基の化学FG/H  とあわせて受講することで、高校化学反応の考え方がすべて身につけら
れます。

前提知識   物質の構造と状態・化学反応の理論（熱・反応速度・平衡）

※横浜エデュカは、単独レベルです。

夏期  高２無機化学講義Ⅰ ～典型元素と理論法則の関係～ 高2化学Y/Z 前期指定講習
180分×６日間

新
宿
横
浜

●高２化学YZコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

物質の性質は覚えれば済むというものではありません。そもそもすべてを覚えるというのは脳の容量を超えています。そこで、
理論法則と関連付けて覚えていない物質の性質も予想できるような学力を作りましょう。この講座で典型元素の物性と理
論法則の関係を扱います。酸塩基・酸化還元・反応速度・ルシャトリエの平衡移動の法則などさまざまな法則が応用され
ます。

前提知識  理論化学全範囲（化学基礎・化学）

夏期  高２無機化学講義Ⅱ ～両性＆遷移元素と理論法則の関係～ 高2化学Y/Z 後期指定講習
180分×５日間

新
宿
横
浜

●高２化学YZコース新規入会希望者、４ｰ６月期在籍者のための講座です。

「無機化学講義Ⅰ」に続いて金属物性と理論法則を関連付けます。錯イオンの立体構造理論、電離平衡と溶解度の関係
が最も重要なテーマになります。有機化学で扱った立体異性体が無機物質でも応用されること、複数の化学反応がから
みあって平衡にあるときの平衡移動の扱いを講義します。もちろん、学校の教科書にある「陽イオン系統分析」も理論化
されます。

前提知識  理論化学全範囲、典型元素の性質

高 

２ 

理 

科

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

● 事実だけ習っていたことの原因や理由、仕組みが分か
り、とても興味深かった。

「構造と結合の化学」受講（女子学院）

●  「なぜそうなるのか？」という部分はあまり教えられてい
なかったため、そこを知ることができて良かったです。
化学の根本的な部分を理解できました。 

「構造と結合の化学」受講（洗足学園）

● 数式を用いた説明が非常に分かりやすかった。解説が
細かく理論的で、とてもよく理解できた。

 「酸と塩基の化学H」受講（攻玉社）

● 授業のところどころで、以前習った部分の復習や内容
確認をしていただけるのが本当にありがたかったです。
また、その部分が他のところにもつながっていると実感
できる瞬間が一番楽しいです。

「酸と塩基の化学FG」受講（普連土学園）

● 曖昧な知識を捨てて、原点から理解し直すことができ
て良かった。

 「電気と酸化還元の化学H」受講（フェリス）

● 授業中に扱う話題が、日常生活で実際に使っているも
のとリンクしていたので、とてもイメージしやすくて分か
りやすく、楽しかったです。

 「電気と酸化還元の化学FG」受講（桐蔭学園）

● 酸化還元がよく分からず、本当に嫌いだったのですが、
この講習を受けて好きになれました。

 「電気と酸化還元の化学FG」受講（お茶の水附）

受講生の声 高２化学



夏期講習講座案内特別講習・ゼミナール 特別講習・ゼミナール
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特
別
講
習
・
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

夏期  ＪＭＯ（日本数学オリンピック）に挑戦！ 中２～高２ 数学 特別講習
180分×4日間

新
宿
横
浜

数学オリンピック、と聞くと、『興味はあるのだけれど雲の上の人の話、一問も解けないや』、そんな感想をお持ちの方も
多いのではないでしょうか？ そんなみなさんの「こわい」イメージを、数学オリンピックならではの考え方、アイデアのひ
らめき方を過去問を通して学ぶことで、「楽しい」ものに変えてしまいましょう！ というのが、この講座です。分野毎に一
から解説する形式ですので、数学オリンピック初心者のみなさんでも大丈夫です。ＪＪＭＯ（日本ジュニア数学オリンピック）
を目指す方も大歓迎です。 

前提知識   原則として中学修了程度

注意：昨年度夏期講習の同名講座の問題と重複します。
※この講座はＳＥＧオンラインでの録画映像配信は行いません。

夏期  連分数入門 中３～社会人 数学 特別ゼミナール
180分×２日間

新
宿
横
浜

のような形の分数を「連分数」と言います。この講座では、連分数の具体例や基本性質から始まって、無理数

の連分数による近似の誤差の評価や、115x-25y=1や x 2-6y 2=1の自然数解を具体的に求めたり他にないか調べたりします。
単純なようで奥の深い連分数の世界を一緒に味わってみませんか？ （木村 浩二）

前提知識   中学数学全般

夏期  線形代数入門 高２～社会人 数学 特別ゼミナール
180分×５日間

新
宿
横
浜

微分とは複雑な関係式を「一次（正比例）の関係式」で近似する手法です。では、「一次」という性質を複数の変数に拡
張するとどうなるか？ そのためには「一次」という性質を「線形性」という性質に抽象化すると考えやすく、適用範囲も広
くなります。実際、高校数学には、微分・積分、加法定理、内積など、「線形性」がさまざまなところに隠れて重要な役
割を果たしています。この講座では、「線形性」とはどんな性質なのかということから始めて、行列式の意味、図形問題
への応用などを扱います。例えば、x 2+2xy+3y 2≦4で表される領域の面積が積分すら用いず簡単に計算できるようになりま
すよ。  （木村 浩二）

前提知識   ベクトル

※同内容のオンライン授業（40ページ）もあります。

夏期  バナッハ・タルスキーと四元数 高２～社会人 数学 特別ゼミナール
180分×２日間

新
宿
横
浜

「１つの球をいくつかの部分に分けて、それらを回転・平行移動して組み替えると、元の球と合同な球が２つ作れる！」
その内容のインパクトからパラドックスとまで呼ばれるこの定理は、無限の不思議さの片鱗を我々に垣間見せてくれま
す。この講座では、複素数を拡張したハミルトンの四元数を用いた３次元内の回転の取り扱いから、上記の定理の証
明までを扱います。想像を絶する無限の世界をどうぞ。  （木村 浩二）

前提知識   複素数平面

夏期  Writing力養成・上級（英検®準１級受験生程度） 高１～高２ 英語 特別講習
120分×３日間

新
宿
横
浜

英検®準１級、TEAP、大学入試等の自由英作文で要求されることは、設問の内容をしっかり理解し、それに応える形で、自
分の主張を正しい英語で書くことです。授業では、1．Quick Reading（単パラグラフを読み、テーマ導入）2．Vocabulary 
Building & Grammar（重要語句・文法の確認） 3．Japanese-English Translation（和文英訳演習）4．Idea Construction 
& Writing（自分の考えを日本語でまとめ、英語になおす） の流れで、内容が深いWritingができるように指導します。

※今年度春期講習の同名講座と同内容です。
※都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

夏期  英検®対策講座 準１級 高１～高３ 英語 特別講習
180分×4日間

新
宿
横
浜

夏期  英検®対策講座 2級 中３～高３ 英語 特別講習
180分×4日間

新
宿
横
浜

英検®（従来型）の一次試験（リーディング、リスニング、ライティング）合格、およびCBTでのこれら３技能の高得点
獲得を支援する講座です。英検®の特徴と解法のポイントを学び、実戦的な演習を行いますので、独学では分かりにくい点
に気づくことができます。ライティングについては２回の個別添削指導が含まれます。教材は、オリジナルテキストおよび
市販教材（準１級：『英検®準１級総合対策教本 改訂版』（旺文社）、２級：『英検®２級総合対策教本 改訂版』（同））＊

を使用します。  （岩瀬 達）

＊市販教材を事前に購入・予習する必要はありません。
※準１級と２級は別講座です。
※昨年度夏期講習・冬期講習、今年度春期講習の同名講座と同内容です。

【ご注意ください】
この講座は短期集中の実戦対策講座のため、日常の学習で英検®該当級を受験するための英語基礎力が身についている
方を対象とします。英検®合格のための英語力を、基礎から養成する講座ではありません。
受講に必要な英語力の目安は、以下のとおりです。

準１級： 高校２年修了程度の文法・読解・語彙・作文・リスニングの力があること。または、英検®2級に合格している
こと。

２級： 高校１年修了程度の文法・読解・語彙・作文・リスニングの力があること。または、英検®準2級に合格している
こと。

　※準１級は大学中級程度、2級は高校卒業程度の試験です。

これらの基準を満たさない方が受講された場合、授業内容の理解が困難、演習が効果的に行えない、添削が機能しない
などの不都合が生じる可能性があります。自習等によりこの条件をクリアできているか確認したうえでお申し込みください。
なお、これらの実力基準を満たしていても、指定学年以外の方は受講できませんのでご了承ください。

※この講座はZoom中継配信、録画映像配信による授業は行いません。

このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

1+ 1

2+ 1
3

※夏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。

※各講座とも対面授業が原則ですが、都合により対面授業に参加できない場合は、Zoom中継配信による受講も可能です。
※やむを得ず欠席された場合のフォローとして、授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。

※夏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。

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。



通常（対面）授業 ９月入会手続のご案内

入会試験を受験
９月からの通常授業は夏期講習の内容が既習であることを前提にスタートしますので、入会をご希望の方は、
夏期講習の「指定講習」（もしくは「新規生専用講習」）を受講してください。通常（対面）授業はすべて選
抜制ですので、別途入会試験のお申し込みと受験が必要ですが、夏期講習に入会試験が付属している以下
の講座については、入会試験のお申し込みは不要です。なお、合格基準点に達しない場合は、不合格とな
ります。

※ 夏期講習をやむを得ない事情で受講できない方や、夏期講習をオンラインで受講した方で通常（対面）授業を受講
希望の方は、別途新規入会試験を受験して、その結果クラスで９月から入会してください（高１物理は別途の入会試
験はありません。必ず夏期講習「運動の法則と重力」を受講してください）。

高１
英語多読 前期全クラス/多読多聴入門

高2
英語多読 前期全クラス

物理 運動の法則と重力 物理 力学法則の基礎と応用
化学 構造と結合の化学 化学 構造と結合の化学/熱と平衡の化学

《試験日時・試験範囲・結果発表日》 
５月下旬に公開される「試験要項」をご覧ください。以下でもご覧いただけます。
ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］→［入会試験］

《申込》 
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1,000円）
　　　　　メイト会員の方  ………………………… 受験料（１科目１回1,000円）
　　　　　過去に通常授業を受講していた方 …… 無料

　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。

入会試験申込方法

試験結果の確認

入会手続

通常（対面）授業を受講

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「ＳＥＧ入会手続・ガイドブック」をご参照ください。
・受講料にはテキスト代が含まれます。

授業を行う教室は、授業前日の21:00までに以下にて公開いたします。
・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（https://www.seɡ.co.jp/）→［会員の方］→［教室割］
授業初日にはH教室前で「教室割表」を配布いたします。

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配送にてお渡し
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

このページは、ＳＥＧ新宿本校の手続きについてのご案内です。
横浜エデュカの手続きについては、エデュカのホームページなどでご確認ください。

オンライン授業の手続きについては、42ページをご覧ください。

通常（対面）授業 開講曜日・受講料

学年 科目・コース Ⅲ期 
9/5（月）～10/15（土）

Ⅳ期 
10/17（月）～ 11/26（土）

高１

高１数学 33,600円 33,600円
高１英語多読

39,400円 39,400円
英語多読多聴Ｒ
高１物理

28,000円 28,000円
高１化学

高２

高２数学 36,400円 36,400円
高２英語多読 42,000円 42,000円
高２物理

36,400円 36,400円
高２化学

９/5（月）～11/26（土） 全12週

月 火 水 木 金 土昼 土夜

高
１

数学
17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 14: 00～17: 00 17: 40～20: 40

D D/E/R/S D/E D D/R/S D/E D/E

英語多読
17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 17: 15～20: 15 14: 00～17: 00 17: 40 ～ 20: 40
D/E/F/R D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F D/E/F/R D/E/F

物理 ― ― ― ― ―
14: 30～17: 00

―
Z

化学 ― ― ― ― ― ―
17: 40～20: 10

Y/Z

月 火 水 木 金 土昼 土夜

高
２

数学
17: 15～20: 30 17: 15～20: 30 17: 15～20: 30 17: 15～20: 30 17: 15～20: 30 13: 45～17: 00 17: 40～20: 55

R/S E/F/G R/S/L/M E/F/G E/F/G L/M E/F/G

英語多読
17: 05～20: 25 17: 05～20: 25 17: 05～20: 25 17: 05～20: 25 17: 05～20: 25 13: 50～17: 10 17: 30～20: 50

F/G/Y F/G/Y/Z F/G/Y/Z F/G/Y/Z F/G/Y/Z F/G F/G

物理
17: 15～20: 30 17: 15～20: 30

― ― ―
13: 45～17: 00 17: 40 ～ 20: 55

F/G/H F/G F/G F/G/Z

化学 ― ―
17: 15～20: 30

― ―
13: 45～17: 00

―
F/G/H F/G/H/Y/Z

＊高１物理・化学は、学期によって授業時間が異なりますので、ご注意ください。

＊高２数学・物理・化学は、学期によって授業時間が異なりますので、ご注意ください。

土昼（物理） 土夜（化学）
９ｰ11月期 14: 30～17: 00 17: 40～20: 10
１ｰ２月期 14: 00～17: 00 17: 40～20: 40

月～金 土昼 土夜
９ｰ11月期 17: 15～20: 30 13: 45～17: 00 17: 40 ～ 20: 55
１ｰ２月期 17:00～20: 30 13:30～17: 00 17: 40 ～ 21: 10

通常授業９ｰ11月期 開講曜日一覧
※ 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、５月下旬に以下に掲載される「通常授業曜日・時間・講師表」で
ご確認ください。

　ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［会員の方］→［通常授業曜日・時間・講師表］
※都合により対面授業に参加できない場合はZoom中継配信による受講も可能です。
　やむを得ず欠席された場合のフォローとして、代表クラス（同一レベルで１クラス）の授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。
　 理科は代表クラスではなく、すべてのクラスで授業の録画映像をＳＥＧオンラインで配信します。
　 英語多読の多読パートは授業の性質上、Zoom中継、授業の録画映像配信は行いません。

通常授業９ｰ11月期 受講料

※年間の受講料については別冊子「ＳＥＧ入会手続・ガイドブック」、または以下をご参照ください。
　ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］→［2022年度受講料］
※メイト会員登録料・受験料・入会金・受講料には消費税が含まれています。

※このページの情報は、ＳＥＧ新宿本校の情報です。横浜エデュカについては、エデュカの
　ホームページなどでご確認ください。

横浜エデュカ  TEL：045-441-1551
https://www.educa.co.jp/

入会手続 入会手続
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3　学合格者の声
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藤掛 沙耶 さん

東京大学
理科Ⅱ類進学

（女子学院卒）

ＳＥＧの授業とテキストだけで十分に東大入試に対応できる
　数学の公式や定理を根本から習うことができる塾として母に勧められ、高１から入
塾しました。その評判どおり、数学の公式や物理の法則を、導出から丁寧に教えてい
ただくことができました。どの授業もとても楽しく、まったくつらさを感じることなく通
うことができました。
　数学の授業はテンポが良く、印象に残るフレーズで解法の鍵となる部分を教えてく
ださいました。私は市販の参考書はほとんど使わず、ＳＥＧの授業とテキストのみで
勉強しましたが、それで十分でした。
　化学は速修コースを受講しました。１年間の授業ですが、速修とは言え基礎をおろ
そかにすることはまったくなく、基礎から応用まで丁寧に教えていただきました。日常
生活と化学の現象を絡めた例え話を交えた分かりやすい授業も魅力でした。
　先生方には、受験勉強への向き合い方から、答案の作り方などの実戦面まで幅広く
指導していただき、感謝しています。

長澤 尚哉 さん

順天堂大学
医学部進学
（麻布卒）

英語は多読で読解力が、化学は問題に取り組む姿勢が身についた
　学校の実力試験の結果が思わしくなく、成績向上を目指して、複数の友人が通って
いたＳＥＧに高１の夏から通い始めました。当初は英語と数学を受講していたのですが、
受験を控えた高３からは理科も受講するようになりました。
　ＳＥＧの英語の授業は会話や読書が盛り込まれ、楽しみながら受講できるのが魅力
でした。多読パートでは、自分に合った本を選んでいただいたことで、読み応えのある
本を熟読しながら自然と読解力も上がっていきました。
　数学ではクリーム本が非常に役立ちました。同じ問題を繰り返し解くことで基礎が
万全に身につき、これ１冊で受験数学をマスターできました。
　化学は問題を前にすると混乱してしまうことが多かったのですが、ＳＥＧの授業を受
講したことで、ほとんどの問題は情報をきちんと整理すれば解けることが分かり、落
ち着いて問題に取り組めるようになりました。

オンライン授業のご案内（新宿本校）

専用映像配信 ：事前に収録した授業映像を配信します。
授業録画配信 ：対面授業を録画し配信します（対面授業実施後からの配信となります）。

※ 年度の途中から対面授業形式のコース（選抜制）へ変更を希望される方は、別途入会試験をお申し込みのうえ、
受験してください。

　また、変更に際しては入会金（25,000円）・受講料のお支払いとあわせて入会申込書をご提出ください。
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①オンライン授業は、季節講習・通常授業ともに無選抜制です。

②オンライン授業は、入会金は不要です。

オンライン授業の各コースの受講方法のご案内は、お申し込み時にお渡しします。

対面授業形式との相違点

①生徒の様子を見ながらの授業ではないため、対面授業と同等の指導をできるものではないことをご理解ください。

②テキスト以外の教材はＳＥＧオンラインからダウンロードしてください。印刷はお客様ご自身でお願いいたします。

③映像の視聴に必要な機材・通信環境はお客様ご自身でご用意願います。
　スマートフォンでの視聴は推奨しません。パソコンまたは大型のタブレット端末をご利用ください。

オンライン授業についてのおことわり

ＳＥＧでは、遠隔地にお住まいの方でも受講可能な、オンライン授業形式のコースを開講してい
ます。
下記をご了承のうえ、オンライン授業の受講もご検討ください。

※文中に出てくる「クリーム本」はＳＥＧ高３・４ｰ６月期の数学のテキストです。



コース案内 オンライン授業オンライン授業
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英語多読郵送指導コース（中２～高２生対象）
　個人の読書の様子を観察しながらの多読指導は、対面授業でないと困難ですが、多読する意欲があり、自分の強
い意志で多読を始めたい、続けたい方のために、郵送コースを用意しています。可能であれば、次期はぜひ、ＳＥＧ
本校の対面授業を受講してください。

英語多読郵送指導コース  ～いろいろな本を楽しもう～ 中２～高２

ある程度読める方を対象に、多読図書を郵送し、多読をしてもらいます。最初の本を読み終わったら、本と読書記録
手帳を郵送していただくと、次の本を郵送で貸し出します。往復の郵送料は、受講生負担となります。英検®3級以上
の英語力が必要（中２～高２が対象）で、英語初心者には向きません。質問はメールで受け付けます。

期間 郵送回数 申込期限※ 新規貸出期限 最終返却期限
夏期前期 最大４回貸出 7/1（金） 7/25（月） 8/8（月）
夏期後期 最大４回貸出 7/29（金） 8/25（木） 9/5（月）

Ⅲ期  9/5（月）～10/15（土） 最大５回貸出 9/2（金） 10/10（月祝） 10/17（月）
Ⅳ期  10/17（月）～11/26（土） 最大５回貸出 10/14（金） 11/19（土） 11/28（月）

※貸出する本は１回７冊以内、かつ、レターパックプラスに入る厚みと重さの範囲内となります。
※往復の郵送料は、受講生負担となります。
※郵送方法等の詳細は、（https://www.seɡ.co.jp/tadoku/2022/Yusou-kashidashi.html）を参照ください。

※申込期限前でも、満席となり次第締切とさせていただきます。

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

郵送方法
等の詳細

オ
ン
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夏期  数列VE 専用映像配信 高１数学VE 前期指定講習
上級　180分相当×５日間

対面授業の「数列E」（7ページ）と同内容です。９月から対面授業を受講希望の方は、別途入会試験をお申し込みのう
え、受験してください。

夏期  数列（数学的帰納法） 専用映像配信 高１数学 特別講習
180分相当×１日間

高１数学D/E前期指定講習  数列D/E  、もしくは高１数学VE前期指定講習  数列VE  受講者で、数学的帰納法が未
習の方のための講座です。講座内容は7ページをご覧ください。

夏期  論理と図形VE 専用映像配信 高１数学VE 後期指定講習
上級　180分相当×５日間

対面授業の「論理と図形E」（7ページ）と同内容です。９月から対面授業を受講希望の方は、別途入会試験をお申し込
みのうえ、受験してください。

夏期  複素数と図形VG 専用映像配信
高２数学VG 前期指定講習
上級　180分相当×５日間

対面授業の「複素数と図形G」（19ページ）と同内容です。９月から対面授業を受講希望の方は、別途入会試験をお申
し込みのうえ、受験してください。

夏期  ２次曲線と空間図形VＧ 専用映像配信
高２数学VG 後期指定講習
上級　180分相当×５日間

対面授業の「２次曲線と空間図形G」（19ページ）と同内容です。９月から対面授業を受講希望の方は、別途入会試
験をお申し込みのうえ、受験してください。

オンライン授業  コース案内

夏期・9-11月期 英語多読郵送指導 講座一覧

夏期講習講座案内

数学VEコース（高1生対象  映像配信授業  無選抜制）

数学VGコース（高２生対象  映像配信授業  無選抜制）

年間進度表
数学VEコース（高１生対象）

春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×４日 ３時間×７週

2022 指数・対数関数 図形と式
三角関数 数列 論理と図形 微分（数Ⅱ）

平面ベクトル 積分（数Ⅱ） 空間ベクトル

数学VGコース（高２生対象）
春期講習 ４ｰ６月期 夏期講習（前期） 夏期講習（後期） ９ｰ11月期 冬期講習 １ｰ２月期

３時間×５日 ３時間×12週 ３時間×５日 ３時間×５日 ３時間15分×12週 ３時間×４日 ３時間30分×7週

2022 場合の数と確率 微分（数Ⅲ） 複素数と図形 ２次曲線と
空間図形 積分（数Ⅲ） 受験数学

（数列、確率）
受験数学

（写像、整数）

　文部科学省カリキュラムの高１～高３の数学を、中３の春期～高２の11月までの２年９か月のオンデマンド映像配信授業
（総回数139回）で学習するのが、数学Ⅴコースです。高１でのカリキュラムは高１数学Ｅクラスと、高２でのカリキュラムは
高２数学Ｇクラスとそれぞれ同内容です。遠隔地に居住等の理由でＳＥＧに通えない方は、ぜひ映像授業を通じてＳＥＧ方
式で高校数学を楽しんで学んでください。

（1） 授業の予習は不要です。復習をしっかりやってください。
（2）  ＳＥＧオンラインに宿題が載っています。毎授業視聴後に宿題を解き、郵送か、PDFファイルの形式でメール送信して

ください。採点して解答とともに返信します。
（3）  質問は、メール送信してください。担当講師が、原則として１週間以内に返信します。なお、図形の問題には、必ず図

もつけてください。
（4） 次期は、可能であればＳＥＧ本校に来て対面授業に参加し、ＳＥＧの先生や生徒たちと交流してください。
（5） 受講には、パソコンまたは大型のタブレット端末とインターネット環境が必要です。

数学VGコース
（高２生対象）へ接続

高３からは対面授業
をご受講ください。
遠 方の方はZoomで
の受講も可能です。
Zoomの映像は、オ
ンデマンドで視聴で
きます。

高1数学

高２数学

夏期  微分入門（数Ⅱ） 専用映像配信 高２数学 特別講習
180分相当×５日間

高２数学RSコース、LMコース新規入会希望者で数Ⅱ微分が未習の方のための講座です。講座内容は20ページをご覧
ください。

夏期  線形代数入門 授業録画配信 高２～社会人 数学 特別ゼミナール
180分相当×５日間

高２～社会人対象の特別ゼミナールです。対面授業の同名講座（33ページ）を録画配信します。

夏期  高２英文法基礎徹底 専用映像配信 高２英語 特別講習
基礎　90分相当×１日間

高２英語多読YZコース新規入会希望者のための講座です。講座内容は24ページをご覧ください。

※夏期講習の各講座の開講日程・担当講師・受講料・配信日程については、別紙の「講座日程表」をご覧ください。

数学Vコース  夏期講習（オンライン授業）講座案内

数学  夏期講習（オンライン授業）講座案内

英語  夏期講習（オンライン授業）講座案内
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夏期講習申込（オンライン授業）
●受付開始：[高１] 6/3（金）14:00から ／ [高２] 5/27（金）14:00から
　＊正会員（現在通常（対面）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：郵送または窓口にてお申し込みください。

メイト会員登録票・講習申込書は以下からもダウンロードできます。
ＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→［入会案内］

【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～金　14:00 ～19:00

　　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。

【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

【振込先・口座名】
ゆうちょ銀行  
　ゆうちょ銀行からの振込先 ：00120-4-712330
　他の金融機関からの振込先 ：〇一九店 当座 0712330
きらぼし銀行 新宿支店 普通 0331562
口座名  エスイージー

●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 （https://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］

●申込期限
・「英語多読郵送指導」   …………………　39ページをご覧ください。
・上記以外のオンライン授業講座　……　映像配信には視聴期限がありますので、計画的に視聴できるよう、余裕をもってお申し込みください。

講座の変更・取消
変更や取消の期日は、申込講座によって異なります。詳細は申込時にお渡しする「2022年度 夏期講習について」をご確認 
ください。

ＳＥＧ 
 MyPaɡe

※ 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。

※ 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、振込手数料はかかりません。ただし、支払方法によっ
て発生する諸手数料は、ご負担ください。

受講手続

通常（オンライン）授業を受講

●受付開始：6/4（土）14:00から

●以下のものをご用意のうえ、郵送または窓口にてお手続きください。
・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）
・受講申込書　・口座振替依頼書　・受講料（現金または振込の証明となるもの）

※申込書他について
・受講申込書
・口座振替依頼書

※受講料について
・ 初回のみ、振込または現金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「ＳＥＧ入会手続・ガイドブック」またはＳＥＧホームページ（https://www.seɡ.co.jp/）→
［入会案内］→［2022年度受講料］をご参照ください。

・ 受講料にはテキスト代が含まれます。

お電話または窓口にてご請求ください。
＊振替口座のご登録は、キャッシュカードでも可能です。

通常（オンライン）授業９-11月期 配信日程

通常（オンライン）授業９-11月期 受講料
学年 講座名 Ⅲ期 Ⅳ期

高1
高１数学VE 33,600円 33,600円

英語多読郵送 17,000円 17,000円

高２
高２数学VG 36,400円 36,400円

英語多読郵送 17,000円 17,000円

Ⅲ期配信日程
視聴期限

学年 講座名 1講目 2講目 3講目 4講目 5講目 6講目

高１ 高１数学VE
9/5（月） 9/12（月） 9/19（月祝） 9/26（月） 10/3（月） 10/10（月祝） 11/14（月）

高２ 高２数学VG

Ⅳ期配信日程
視聴期限

学年 講座名 1講目 2講目 3講目 4講目 5講目 6講目

高１ 高１数学VE
10/17（月） 10/24（月） 10/31（月） 11/7（月） 11/14（月） 11/21（月） 12/26（月）

高２ 高２数学VG

　9月からのオンラインによる通常授業は、対面形式授業と同じく夏期講習の内容が既習であることを前提にスタート
します。通常授業をオンライン、郵送指導で受講をご希望の方は、夏期講習の ｢指定講習」を受講してください。

※ メイト会員登録料・受講料には消費税が含まれ
ています。

※ 英語多読郵送の受講料に、往復の送料は含ま
れません。

※�年度の途中から対面授業形式のコース（選抜制）へ変更を希望される方は、別途入会試験をお申し込みのうえ、
受験してください。
　�変更に際しては入会金（25,000円）・受講料のお支払いとあわせて入会申込書をご提出ください。

年間の受講料は、別冊子「SEG入会手続・ガイドブック」またはSEGホームページ（https://www.seɡ.co.jp）→ [入会案内] → 
[2022年度受講料]をご参照ください。

オンライン授業の受講には、パソコンまたは大型のタブレット端末と、インターネット環境が必要です。質問はメールで
受け付けます。返信は原則１週間以内に行います。




