
5月　リフレッシュルーム番組一覧表１ ※実施時間は、全日14～15時です。 ＜今週（５/11～15）のルームの内容紹介＞ ※対象学年は左の一覧表で確認してください。

実施日

担当

対象

担当講師

実施日

担当

対象

担当講師

担当

実施日

担当

対象

担当講師

担当

実施日

対象

担当講師

担当

担当 担当

5月11日　月曜日

土肥＆松岡　W taro's room

～あをによしチャンネルパート１～

5月13日　水曜日

HAMA’s room　～クセジュお絵かきクラブ～

小５・小６・中１（絵を描くことが苦手な人）

多門’S ROOM

～至高の思考対決～

中１・２

土肥・松岡

中学生

佐々木

中２・中３

土肥

ルーム名

ルーム名

5月1４日　木曜日

ルーム名
土肥先生の部屋

～マニアック表現講座～

池セン部屋

～刮目せよ！スタイリッシュ対決2020パート１～

小学生

池村

個性発掘プログラム

～食について学ぶパート１～

小学生

川口

濱中

Kenta’s room

～知っているようで知らない！カッコよさをひたすら追求して発音する単語50選～

中学生と英語を学ぶ意欲の高い小学生

柳通 鈴木健太

5月1５日　金曜日

ルーム名
Yana’s room

～世界の神様列伝～

中１・中２

石塚の部屋

～できるかな？身の回りのもので工作～

小学生

石塚

2人の鈴木先生が贈る！
～英文読解の必殺技“GS理論”　講義編～

中３・英語が得意な中１・中２

鈴木健太・鈴木久夫

土肥＆松岡　W taro's room 〜あをによしチャンネルパート１〜 多門’S ROOM ～至高の思考対決～

担当
佐々木多門（新松戸教室長・理系担当）

松岡優太朗(中1学年責任者・国語科）
クセジュ講師陣の中でも、思考力NO.1（自称）を豪語する池村先生と

佐々木先生。この二人が知的ゲームで真剣勝負します。二人の思考と、

勝負の行方を見届けて下さい。NO.１は２人もいらない！この日にすべ

てが決着します。

皆様からのチャットを頼りに、双方向かつリアルタイムに進んでいく次

世代型ラジオ風チャンネル！「学びは遊び」をコンセプトに、古文だけ

でなく、ゲーム、歌、ファッション。あらゆるお題で色々なことに挑戦

しながら、身の回りにある「学び」を共有していきます！中学生が対象

ですが、興味がある人は小学生でも歓迎です！一緒に「学び」を楽しみ

ましょう！用意してほしいもの：事前に準備してもらうものは２つ、遊

び心と好奇心です。特に好奇心は大事です。「知りたい」と思うことだ

けでなく、「これってどうなのかな？」と疑問に思う気持ちを持って欲

しいです。事前にyoutubeなどで「ゲーム実況」動画を見ておくと、雰

囲気が掴みやすくなると思います。

個性発掘プログラム～食について学ぶ１～

川口裕之（松葉教室長・小学部学年責任者）

全ての生物の中で人間だけに与えられた食文化。火を使うことから様々

な調理が生まれました。動物にとっては餌、人間にとっては食事という

言い方で区別されます。食の歴史を学びながらおいしいとは何かを歴史

的、科学的に分析します。

用意してほしいもの：筆記用具

HAMA’s room〜クセジュお絵かきクラブ〜

土肥槙太郎(中2学年責任者・国語科）

濱中志門（国語科主任・社会科）

石塚剛俊（国語・社会科）

NHKでやっていた「できるかな」とか「作ってあそぼう」の要領で、お

家ですぐに調達できる材料で、簡単なおもちゃを作成します。しかし、

おもちゃの完成図はありません。コンセプトと材料など少ない情報から

完成図を想像して作れるかをみんなで競うゲームです。

用意してほしいもの：工作の基本材料や道具

池セン部屋～刮目せよ！スタイリッシュ対決１～

池村卓人（理系教科主任）、他

鈴木健太（英語科主任）

実はその単語、本場ではこう発音します！知っているようで実

はよく知らない英単語の発音を学びつつ、カッコよく英語を発

音する方法をアメリカ生まれ、カナダ育ちの講師鈴木健太が紹

介します。

世界各国の驚くべき神様たちを紹介します。当日は、なんと神

様本人もZOOMに参戦！神様たちの日常を垣間見ましょう。事

前に世界の神々、特に三大宗教の神々などについて調べておく

とより楽しくなるかもしれません。

知っているようで知らない！カッコよさをひたすら追求して発音する単語50選

二人の鈴木先生が贈る～英文読解の必殺技“GS理論”講義編～

担当
鈴木健太（英語科主任）

土肥槙太郎（中2学年責任者・国語科）

池村からのお題に講師２名が挑戦する視聴者参加型の対決番組。生徒の

皆さんには番組冒頭にお題ごとの予想勝敗表をチャットで申告してもら

い、最も的中率の高かった人には何かイイことがあるかも的な企画で

す。◇対決講師２名…当日まで秘密です。◇対決ジャンル…思考力／発

想力／体力／センス◇勝敗決定方法…「よりスタイリッシュである」と

池村が認めた講師をお題ごとの勝者とします。

用意してほしいもの：紙と筆記用具

　鈴木久夫（クセジュ代表）

GS理論を使うことは、迷路を上からの視点でクリアすることに似ていま

す。右に行くべきか左に行くべきか、一見複雑に見える英語という迷路

も、上空から眺めれば「あ、なんだそういうことだったのか」と簡単に

クリアできるでしょう。今までつまずいていた自分は一体何だったのだ

ろうと思ってしまう瞬間が、GS理論を学ぶ中ではたくさんあるはずで

す。そんな「気付き」を楽しみながら学習してください。GS理論初心

者、経験者問いません。しかし、授業に参加する前にフォローコンテン

ツにアップロードする３０分程度の予習課題に取り組んでもらいます。

Kenta’s room

「絵を描くなんて自分にはムリ……」と思っているそこのアナタ！いく

つかの「考え方」と「手順」を知れば、絵はもっと楽にもっと上手に描

けるんです！簡単なお題として“いま話題になっているあるモノ”を一緒

に描きながら、気軽にお絵かきを楽しみませんか？

用意してほしいもの：筆記用具、色鉛筆、画用紙

石塚の部屋～身の回りのもので工作～

Yana’s room～世界の神様列伝～

柳通敦子（小学部HS主任・国語科）、他

１日につき１〜３つほど、マニアックな表現（熟語や古典文法など）を

紹介し、その表現について徹底的に解説していくだけの、超マニアック

なルームです。少数精鋭で構いません。人の知らない言葉を知りたい

人、国文法に興味があるという人は、ぜひ遊びに来て下さい。

用意してほしいもの：表現をまとめておくための筆記用具と国語の単語

カード。マニアックな文法事項も紹介する予定です。専用のノートを一

冊用意しておくと、素敵な一冊が出来上がるかもしれません。

土肥先生の部屋　〜マニアック表現講座〜



5月　リフレッシュルーム番組一覧表２ ※実施時間は、全日14～15時です。 ＜今週（５/18～23）のルームの内容紹介＞ ※対象学年は左の一覧表で確認してください。

実施日

担当

対象

担当講師

実施日

対象

担当講師

担当

実施日 担当

対象

担当講師

担当

実施日 担当

対象

担当講師

実施日 担当

担当

対象

担当講師

担当

中１・中２ 小学生 全学年

土肥・松岡 野口 佐々木

5月18日　月曜日

ルーム名
土肥＆松岡　W taro's room

～あをによしチャンネルパート２～

野口の部屋

Zoom百人一首大会～タイピング講座～

多門のお部屋

～数学の授業ではなく、数学者の授業～

5月20日　水曜日

ルーム名
HAMA’s room

～対決！美の巨人プレゼンバトル～

Nakamura’s ROOM

～熱血漢字バトル～

池セン部屋
～刮目せよ！スタイリッシュ対決2020パート２～

中学生（なんとなく美術が苦手な人） 漢字が好きな小学生 中学生

5月21日　木曜日

ルーム名
村本の部屋

～世界制覇「各国の王朝」編～

濱中 中村 池村

個性発掘プログラム

～食について学ぶパート２～

Kenken’S room

「受験生の子を持つ親の悩みを共有する会」

藤田

中学生

鈴木久夫

5月22日　金曜日

ルーム名
Manabu’s room

～県民性はどのような行動に現れるのか？～

Hisao’ｓroom

“お悩み相談のお部屋”

小学生 中３の保護者

川口 中村健児・菊地健哲

小５・小６

中１・中２

村本

5月23日　土曜日

ルーム名

池セン部屋～刮目せよ！スタイリッシュ対決２～

池村卓人（理系教科主任）、他

HAMA’s room〜対決！美の巨人プレゼンバトル〜

濱中志門（国語科主任・社会科）

美術史とは戦いだった！？競い合い、ぶつかり合いながら発展してきた

芸術家たちのバトルを知ると、美術はうんと楽しくなります。対照的な

二人の芸術家の作品・理念・エピソードをもとに、「どちらが上か？」

をあなたの投票で決めましょう！果たして登場するのは誰か？そして勝

つのは誰だ!?

Nakamura’s ROOM　　　　　～熱血漢字バトル～

普段から数学は学んでいるものの、数学に名前を残した数学者にスポッ

トがあたることはなかなかありません。午後のティータイムがてら、そ

んな数学者たちの個性的なエピソードと、彼らの功績についてお話を聞

きませんか？

皆様からのチャットを頼りに、双方向かつリアルタイムに進んでいく次

世代型ラジオ風チャンネル！「学びは遊び」をコンセプトに、古文だけ

でなく、ゲーム、歌、ファッション。あらゆるお題で色々なことに挑戦

しながら、身の回りにある「学び」を共有していきます！中学生が対象

ですが、興味がある人は小学生でも歓迎です！一緒に「学び」を楽しみ

ましょう！用意してほしいもの：事前に準備してもらうものは２つ、遊

び心と好奇心です。特に好奇心は大事です。「知りたい」と思うことだ

けでなく、「これってどうなのかな？」と疑問に思う気持ちを持って欲

しいです。事前にyoutubeなどで「ゲーム実況」動画を見ておくと、雰

囲気が掴みやすくなると思います。

多門のお部屋～数学の授業ではなく、数学者の授業～

佐々木多門（新松戸教室長・理系担当）

野口の部屋　Zoom百人一首大会　～タイピング講座～

野口智（社会科主任）

Zoomによる授業が行われている中で、皆さんが先生に対して伝える

ツールが「チャット」機能です。ところが、文字を打つのがあまり得意

でないという人もいると思います。今回は日本伝統の遊び「百人一首」

と「タイピング」を融合して遊びたいと思います。ルールは非常にシン

プルです。先生が通常の百人一首のように上の句から詠みますので、皆

さんには下の句を「チャット」で送信してもらいます。最も早く下の句

を送信できた人に１ポイント。制限時間内で最も多くポイントを獲得し

た人が優勝です。

用意してほしいものなど：百人一首をできるだけ暗記する、百人一首の

札、もしくは歌を書き出したものを用意する

土肥＆松岡　W taro's room 〜あをによしチャンネルパート２〜

担当
土肥槙太郎(中2学年責任者・国語科）

松岡優太朗(中1学年責任者・国語科）

Kenken’S room 「受験生の子を持つ親の悩みを共有する会」

Hisao’ｓroom“お悩み相談のお部屋”

Kenji’s ROOM～K’sブートキャンプ～

Kenta’s room～プチ隠し芸大会～

※以下のルームについては、特集！ページで詳しく紹介しています。

Manabu’s room
～県民性はどのような行動に現れるのか？～

藤田学先生（我孫子教室長・国語科）

池村からのお題に講師２名が挑戦する視聴者参加型の対決番組。生徒の

皆さんには番組冒頭にお題ごとの予想勝敗表をチャットで申告してもら

い、最も的中率の高かった人には何かイイことがあるかも的な企画で

す。◇対決講師２名…当日まで秘密です。◇対決ジャンル…思考力／発

想力／体力／センス◇勝敗決定方法…「よりスタイリッシュである」と

池村が認めた講師をお題ごとの勝者とします。

用意してほしいもの：紙と筆記用具

個性発掘プログラム～食について学ぶ２～

川口裕之（松葉教室長・小学部学年責任者）

皆さんにとっての身近な食べ物は何でしょうか。一番身近にあるのは白

ご飯ではないかと思います。それを使った料理の中で日本人の多くが大

好きなおにぎり。そのおにぎりのレシピを色々考えてもらいながら自分

なりのスペシャルおにぎりを考えて作ってもらいます。

用紙してほしいもの：自分で考えたおにぎりオリジナルレシピに必要な

具材とご飯

よくテレビや雑誌で「魅力のある都道府県ランキング」といったものを

目にします。この講座ではもう少し違う視点から都道府県を見つめなお

し、それぞれの都道府県に住んでいる人の県民性（それぞれの県民の性

質や特性）を明らかにしていきます！我らが千葉県についても見つめな

おしていきましょう！

準備してほしいこと：都道府県の復習（クイズをします）

歴史を勉強していて、いろいろな王様や王朝の名前を覚えるのに苦労し

たことはありませんか？ヨーロッパやアジアの国々の古代から近代まで

の「大きな歴史」をゲーム感覚で一気にマスターしましょう！

準備してほしいこと：早口言葉のウォーミングアップ（当日は早口言葉

での勝負があります）

村本洋介（英語科）

村本の部屋～世界制覇「各国の王朝」編～

虫食い漢字クイズアプリを使って、早あてゲームをします。

例えば、「自□」「□日」「□白」「文□」□に入る共通の漢字はなん

でしょう？というような問題です。チャットで答えを送り、一番早く、

たくさん正解した人が優勝です！

中村健児（中3学年責任者、理系担当）

Kenta’s room　～プチ隠し芸大会～Kenji’s ROOM　～K’sブートキャンプ～

全学年

鈴木健太

全学年の生徒・保護者

中村健児



5月　リフレッシュルーム番組一覧表３ ※実施時間は、全日14～15時です。 ＜今週（５/25～30）のルームの内容紹介＞ ※対象学年は左の一覧表で確認してください。

実施日

担当

対象

担当講師

実施日

対象

担当講師

担当

実施日

担当

対象

担当講師

担当

実施日

対象

担当講師

実施日

担当

対象

担当講師

※以下のルームについては、特集！ページで詳しく紹介しています。

5月25日　月曜日

ルーム名
土肥＆松岡　W taro's room

～あをによしチャンネルパート3～

中１・中２

Hisao’s room

～20世紀の科学の未解決問題を東洋思想で考える～

中学生

全学年

石塚

5月27日　水曜日

ルーム名 Matsuoka‘s room
～哲学入門　わたしとは誰か　一番近くて遠い人～

石塚のお部屋～楽器演奏セッション～

土肥・松岡 鈴木

ルーム名
宮崎先生の部屋

～文豪遺産～

小学生

Hisao’s room

～思春期の子を持つ親の悩みを皆で共有する会～

思春期の子育てに苦戦中の保護者様

ルーム名
Muramoto’s ROOM

～zeroからはじめるJuggling～

石塚のお部屋
～家庭でヨガ“心身ともにリフレッシュ”～

二人の鈴木先生が贈る！

～英文読解の必殺技“GS理論”　演習編～

宮崎先生の部屋～集合！わが家のペット自慢～

小３・小４全学年

柳通宮崎

全学年 全学年の生徒・保護者 中３・英語が得意な中１・中２

村本

ルーム名
Yana’s room

～国語の教科書で学ぼう～

石塚 鈴木健太・鈴木久夫

5月30日　土曜日

5月29日　金曜日

宮崎 鈴木久夫

5月28日　木曜日

中１・中２

松岡

土肥＆松岡　W taro's room 〜あをによしチャンネルパート3〜

担当
土肥槙太郎(中2学年責任者・国語科）

松岡優太朗(中1学年責任者・国語科）

石塚のお部屋～家庭でヨガ“心身ともにリフレッシュ”～

Hisao’s room
～20世紀の科学の未解決問題を東洋思想で考える～

鈴木久夫（クセジュ代表）

科学の急速な発展によって私たちの生活は豊かになりました。特に20世

紀の科学の2大発見である相対性理論と量子論。中でも量子論はそのメ

カニズムがいまだほとんど解明されていません。また脳と意識の問題も

未解決と言ってもよいでしょう。物質とは何かを科学的側面、宗教的な

側面から分析し、西洋の哲学史を紐解きつつ仏教を中心とした東洋思想

でその解決策を考えます。少し難しいテーマになって今いますのでリフ

レッシュになるかどうかわかりません。また時間内に終わらない場合は

その謎の解明を引き継いでくださいね！

宮崎先生の部屋～集合！わが家のペット自慢～

Muramoto’s ROOM～zeroからはじめるJuggling～

宮崎先生の部屋～文豪遺産～

宮崎和基（柏教室長・国語、社会科）

Hisao’s room ～思春期の子を持つ親の悩みを皆で共有する会～

鈴木久夫（クセジュ代表）

パート１の内容をもとにさらにレベルを上げていきます。実際の入試問題を高校受験だけでなく、大学受験レベルまで広げていき

ます。GS理論の効果を思う存分に実感してください。GS理論のグループ分け、メドケフの定理、お部屋割り理論など、クセジュ

で開発された理論を完璧にみにつけて英語の長文読解を得意にしましょう。

松岡優太朗(中1学年責任者・国語科）

Matsuoka‘s room
～哲学入門　わたしとは誰か　一番近くて遠い人～

皆様からのチャットを頼りに、双方向かつリアルタイムに進んでいく次

世代型ラジオ風チャンネル！「学びは遊び」をコンセプトに、古文だけ

でなく、ゲーム、歌、ファッション。あらゆるお題で色々なことに挑戦

しながら、身の回りにある「学び」を共有していきます！中学生が対象

ですが、興味がある人は小学生でも歓迎です！一緒に「学び」を楽しみ

ましょう！用意してほしいもの：事前に準備してもらうものは２つ、遊

び心と好奇心です。特に好奇心は大事です。「知りたい」と思うことだ

けでなく、「これってどうなのかな？」と疑問に思う気持ちを持って欲

しいです。事前にyoutubeなどで「ゲーム実況」動画を見ておくと、雰

囲気が掴みやすくなると思います。

「わたし」っていったい誰なんでしょう。「わたし」には、いろいろな

側面があります。「みんなが知っているわたし」、「わたししか知らな

いわたし」、「周囲の人しか知らないわたし」、「誰も気づいていない

わたし」。「わたし」は１人のはずなのに、いろいろな側面があり、ど

れが本当かわからなくなる。「私のことは一番私が知っている」という

のも果たして本当でしょうか。実は、自分自身が一番自分を知らないの

かもしれません。だからファッションにも迷うし、SNSにものめりこむ

し、占いにも頼ってしまう。「わたし」という一番身近で、一番遠い存

在について、一緒に考え探してみませんか？

誰もが知っているあの文豪たちの、今なお残る足跡を様々な角

度から紹介します。この部屋では問題を解いたり、何かに参加

したりと言いことはありません。ただただ、文豪たちへの理解

と愛着を深める時間です。

Yana’s room　～国語の教科書で学ぼう～

柳通敦子（小学部HS主任・国語科）

学校の国語の教科書を使ってクセジュ流の授業を行います。面

白く音読したり、一緒に言葉の意味を調べたり。楽しく先取り

学習をしちゃいましょう。

用意してほしいもの：国語の教科書・漢字ドリルなど

二人の鈴木先生が贈る！～英文読解の必殺技“GS理論”　演習編～

鈴木健太（英語科主任）

石塚のお部屋～楽器演奏セッション～



※実施時間は、すべて14～15時です。

木
担当

対象 水
担当

対象

金 木
担当 担当

対象 対象

金
土 担当

担当 対象

対象

土
土 担当

担当 対象

対象

土
担当

対象

エクササイズ　＆　お悩み相談　　ルーム　　特集

Kenken’S room 「受験生の子を持つ親の悩みを共有する会」

中村健児（中3学年責任者、理系担当） 菊地健哲（イデアル代表）

5月21日

ちょっとした特技をみんなの前で披露してもらいます。AIに仕事が代替されていく現代では、自分にしかできないことが何かを考

え、それを組み合わせていく発想が重要になります。今はまだ、「プチ特技」だったとしても、それは将来の自分の生き方に深く

関わるかもしれません！皆さんに「プチ特技」を（プチじゃない特技ももちろんOK！）披露していただき、あらためて、自分自

身がどういう「人」なのかについて考えるきっかけにして欲しいと思います。審査委員長鈴木健太の独断と偏見とフィーリングで

なんとなく優勝者を決定します。特技を披露する「プレゼンター」、観客として参加する「オーディエンス」どちらの参加者もお

待ちしています！何人かのクセジュ講師もプチ特技を披露してくれるとか…しないとか…笑

準備してほしいもの：プレゼンター→みんなに披露する「プチ特技」、オーディエンス→称賛の拍手の準備

全学年の生徒

鈴木健太（英語科主任）

中村健児（中3学年責任者、理系担当）

全学年の生徒・保護者

思うように外出が出来ず、ストレスがたまっていることでしょう。室内で出来る簡単なエアロビクスを一緒にやって、たまりにた

まったストレスを一緒に発散しましょう！運動不足を解消したい人も、保護者の方も是非ご参加ください！

準備してほしいもの：動きやすい服装、タオル、水分補給用の飲み物

5月23日 Kenta’s room～プチ隠し芸大会～

中学生

思春期は色々な意味で悩みの多い時期です。自分自身が何者かがわからず、自分自身の方向性がなかなか定まりませ

ん。ましてやコロナウイルスによってなかなか先が見えにくい昨今。チャットで皆さんからの相談にできる限りお答

えします。チャットは私しか見ることができませんので、ラジオを聞く感覚で参加して、少しでもリフレッシュでき

ればと思っています。何か相談したいことがチャットで伝えられるように準備をしておいて下さい。

鈴木久夫（クセジュ代表）

5月23日 Kenji’s ROOM～K’sブートキャンプ～

中３の保護者

昨年までクセジュの中3の責任者を担当してきたイデアル代表の菊地健哲先生を特別ゲストに迎え、受験生の子を持つ

親御さんのお悩みにお答えします。受験生の親にしかわからない様々な想いを共有し、押さえるべき経穴を提示いた

します。根本的な解決には時間がかかるかもしれませんが、皆様の心がクリアになることを目指します。当日は、

チャットでお悩みや質問をお聞きしますので、お手元に質問事項などの準備をお願いします。

5月22日 Hisao’ｓroom“お悩み相談のお部屋”

石塚のお部屋～楽器演奏セッション～5月27日

Muramoto’s ROOM～zeroからはじめるJuggling～5月30日

宮崎和基（柏教室長・国語、社会科）

全学年

皆さんの家で飼っている可愛いペットたちをひたすら自慢するコーナーです。当日は宮崎が皆さんのペットにまつわ

るエピソードをインタビューします。ただたた、お互いのペットを見せ合う生き物好きのためのルームです。

準備しておいてほしいこと：ペット自慢を考えておく、ZOOMのカメラON（みんなにペットを見せよう！）

鈴木久夫（クセジュ代表）

思春期の子育てに苦戦中の保護者様

教育機関としてのお子様に対する「指導」と実際の「子育て」にはかなりの違いがあります。今回は私自身も一人の

親として、思春期の子を持つ親として、皆様とまったりと悩みを語り合い、一緒に解決策を探っていきたいと思いま

す。当日はチャットでお悩みを受付けます。チャット内容は私にしかわかりませんのでご安心ください。なお全ての

質問に答えられない場合は、後ほど別の形でご対応いたします。

宮崎先生の部屋～集合！わが家のペット自慢～5月29日

用意してほしいもの：楽器

Hisao’s room ～思春期の子を持つ親の悩みを皆で共有する会～5月28日

全学年

石塚剛俊（国語、社会科）

みんなが知っている名曲をメトロノームに合わせて、各々好きな楽器でアドリブ演奏するだけのコンテンツ。とにか

く演奏して、皆で一緒にストレスを発散しましょう。楽器初心者でも、手拍子でも参加OKです！

石塚剛俊（国語、社会科）

全学年の生徒・保護者

用意してほしいもの：テニスボール3個（お手玉などテニスボールに代わるものでもOK）

ライブでヨガをやります。体が硬くても（危険のない範囲で）難しいポーズとかもやってみて、心も体もみんなでリ

フレッシュしましょう。

用意してほしいもの：ヨガマットか、そのかわりになるものがあると良いかもしれません

村本洋介（英語科）

全学年

大道芸やサーカスでパフォーマンスされるジャグリング。まずは３つのボールを使ったジャグリングの基本技である

「カスケード」をマスターすることを目指します（3個でお手玉をするのと同じです）。ぼくもまだまだ初心者なの

で、一緒にジャグラーを目指してがんばりましょう！

5月30日 石塚のお部屋～家庭でヨガ“心身ともにリフレッシュ”～

自粛疲れの心と体をリフレッシュ！生徒のみなさんだけではなく、保護者の

皆さんも参加できるルームを紹介します。ぜひ参加してみてください。
※ID・パスワードは週ごとのリフレッシュルーム番組一覧表に記載しています。


