
東葛地区で    年の実績36

４月からクセジュは生徒の安全を確保するためにライ
ブ映像授業を取り入れました。その中でライブ映像
授業でしかできないコンテンツを新たに作り、それを
盛り込むことで“クセジュ学習システム３本柱 ”の効果
がさらに発揮できるような環境が整いました。

２０２０年度夏期講習。クセジュの “ 新しい指導ス
タイル”をもとに、学ぶ楽しさを感じながら、「高い
学力が身についた！」という実感をぜひ手に入れて
ください。
なおライブ映像授業のみのコース（自宅学習コー
ス）も選択可能です。クセジュに通塾できないエリ
アの方、さらには自宅でじっくり学びたい方はぜひ
活用してください。

６つの力をバランスよく身につける
“オリジナルカリキュラム”

インプットとアウトプットをバランスよく織り
交ぜた “６プラスONE授業システム”

学びの基本を徹底する “ クセジュ流AL型学習法 ”

小学部・中学部対象
クセジュオリジナル学習システム      本柱3
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6 チカラつのクセジュで身につく
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LIVE映像
中学1～3年生 対象

クセジュのライブ映像説明会、体験授業参加ご希望の方は、実施前日まで

にクセジュHPのお問い合わせフォームからお申し込み下さい。お申し込み

確認後、ライブ視聴の方法や、参加I Dなどをお伝えします。  

クセジュのライブ映像説明会、体験授業参加ご希望の方は、実施前日まで

にクセジュHPのお問い合わせフォームからお申し込み下さい。お申し込み

確認後、ライブ視聴の方法や、参加I Dなどをお伝えします。  

8水

入塾説明会、体験授業に参加をご希望の場合は事前に各教室へお電話で

お申込み頂くか、直接会場までお越し下さい

入塾説明会、体験授業に参加をご希望の場合は事前に各教室へお電話で

お申込み頂くか、直接会場までお越し下さい

会場 : クセジュ各教室

会場 : クセジュ各教室

11土

保護者様対象

11土

生徒対象

クセジュの授業を
体験しよう !!!

１5：００～１6：３０
　（保護者の方と一緒にお越し下さい）

　※ 当日はマスクの着用をお願い致します。

中１・中2 １9：００～20：0０
20：００～21：0０中３  

小学部

中１・中2 １9：００～20：0０
20：００～21：0０中３  

Let’sクセジュ体験!!!

ライブ映像で自宅でもクセジュの
体験授業を受けられます

15：0０～16：3０



○ 内部進学者は一切含まれておりません　

○ 塾クセジュは公益社団法人  全国学習塾協会 
正会員です

○合格実績については、全国学習塾協会が定める
自主基準実施細則に基づいて算出しています
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詳細はクセジュホームページ「合格実績2020年度」をご覧ください。

最も学力が身につく授業の受け方 -クセジュ流ＡＬ型学習法
を全学年の授業で提供します　

※ カリキュラム、学年、コースごとの日程はクセジュホームページ「2020夏期講習のトビラ」をご覧ください。23木祝
START!! ６

つの力がバランスよく身につく独自の授業

夏期講習 7月は全7日、　8月も全7日　学年によって講習開催日時が違いますので、詳細はホームページにてスケジュールをご覧ください

1 日目 2日目 3日目 5日目 6日目 7 日目4日目

理論授業
展開授業 展開授業 確認テスト

配信

理論授業
LIVE映像LIVE映像

中２の夏は、少し背伸びをして夏目漱石の代表作『こころ』を
読破します。まずはその時代から見ていきます。開国から15年、
独自の文化を持つ身分主義の国から、西洋に倣った実力主義の
国へと変化しつつあった日本。当時の社会や価値観から、現在に
も通じる意外な流行まで、果たして人々の暮らしはどのように
変わっていったのでしょうか。「自分」というものが重視される
ようになった明治社会の一大変化を追います。

小学部（小３～小６）は、理論
授業、展開授業ともに全日程
対面授業の 「通塾コース」か、
全日程ライブ映像授業の「自
宅学習コース」から選択でき
ます。

　　　　　　　 理論授業は
ライブ配信授業で行います。
この日は通塾ではなく、ご自
宅でクセジュの授業を受けて
頂きます。

LIVE映像

理論授業

夏目漱石が描いた明治という
時代を知ろう

1 日目
知らなかった！
知らなかった！

第三の人物である「お嬢さん」の登場
で、私とKの関係は大きな転機を迎え
ます。めまぐるしく変化していく私
の心情と人間関係を追いかけなが
ら、クセジュオリジナルの記述問題
を通じて、文章の抜き出しではなく
自分の言葉で正確に説明する表現
スキルを磨きます。

展開授業5・6 日目

書けた！書けた！
ここまでの内容を整理し、読み
取りと説明の確認テストを行い
ます。さらには決められた正解の
ない「あなたの意見」を問う問題
にも挑戦。テストを通じて問題
を解くだけではなく、小説を「語
れるレベル」で理解できるように
なります。

確認テスト日目
できた！できた！

主人公である「私」、その生い立ちには作者＝
漱石と共通する点も見られます。展開授業では
クセジュ流AL型学習法を使って「本文から読み
取れることは何か」を分析することで、明治最
高の教育を受けるエリートでありながら人間を
信じられなくなった「私」の人物像を解き明かし、
小説読解のノウハウを習得します。

展開授業

主人公に込められた作品のテーマ
2・3日目

なるほど！
なるほど！

「私」の親友として登場するもうひとりの主人公「K」。強く正
しい人間になるためひたすらに「精進」を心がける彼の背景に
は、明治以前の伝統的な「善い生き方」の価値観がありました。
ここでは明治が封印しようとした日本の東洋思想を、禅や武
士道などに注目して紐解いていきます。作品を中心に世界が
広がる、世界を知ることで作品が深くわかる、クセジュならでは
の教科横断型授業です。

理論授業4 日目 つながった！つながった！
LIVE映像

LIVE映像

休
塾
日

東洋の目指した「善い生き方」の伝統

「2020夏期講習のトビラ」をご覧ください

◉ クセジュに通塾できないエリアに住んでいる
◉ 大勢の人の中で授業を受けるより、自分だけの落ち着いた空間で学びたい
◉ ライブ映像授業の方が学習しやすい
◉ 学校行事に力を入れているので時間を有効利用したい
◉ 対面式の授業ではなかなか質問や発言ができない

このような方には

自宅学習コースの紹介クセジュ小・中学部

がおススメ!!!

LIVE映像

お電話でのお問い合わせは塾クセジュ本部（0120-542-901）までご連絡ください

マツモト
キヨシ

うらら
マツモト
キヨシ

うららクセジュ 検索電話受付時間

クセジュが36年間続けてきた独自のカリキュラム、指導がこの夏さらにパワー

アップ !!!。これまで通り教室での対面型授業に加え、ライブ映像授業を効果的に

織り交ぜることにより学習効果が飛躍的に向上する環境が整いました。新しい時

代に適した、これまでにない授業スタイルをこの夏クセジュで体験して下さい。

新しいクセジュスタイルでは理論授業と展開授業を通じて学力の定着のみなら

ず、一歩深い視点で物事をとらえられるようになります。また、中学生の理論

授業はライブ映像で行うことで、普段の対面授業では味わえない刺激と効果を

感じることができます。

「振り子の周期はひもの長さで決まる」。これは近代科学の父と称されるガリレオが発見したと言われています。しかし
残念ながら学校ではその事実しか習いません。８月夏期講習ではガリレオの考えた様々なことをたどりながら、他の偉人
のエピソードにも触れ、理科や算数の内容に一層興味を持ってもらいます。そこから「基本の法則を組み合わせて新たな
発見をする楽しさ」も同時に味わってもらいたいと思います。

自宅学習コース...

自宅学習コースの詳細はクセジュホームページ

開講!

PICK  UP !!! 小５ ナチュラルサイエンス （算数＋理科）　
　　　「 ガリレオの考えたこと ～物体の運動と法則～ 」8月

身につく力   〇 身の回りの現象にひそむ法則に目を向ける   〇実験を通して法則を数式化する  〇理科と算数の関連性を知る

例）夏期講習　７日間の流れ（中   国語・夏目漱石『こころ』）2

① 入試が終わっても伸び続ける、先々を見据えた “学問の本質 ”にこだわり教養を身につけるクセジュの理念！① 入試が終わっても伸び続ける、先々を見据えた “学問の本質 ”にこだわり教養を身につけるクセジュの理念！① 入試が終わっても伸び続ける、先々を見据えた “学問の本質 ”にこだわり教養を身につけるクセジュの理念！

② 学びの中で子どもたちの“ 知的好奇心 ” を育み、いつまでも学び続ける姿勢につなげるクセジュの授業！② 学びの中で子どもたちの“ 知的好奇心 ” を育み、いつまでも学び続ける姿勢につなげるクセジュの授業！② 学びの中で子どもたちの“ 知的好奇心 ” を育み、いつまでも学び続ける姿勢につなげるクセジュの授業！

③ 学力を伸ばすだけでなく精神的成長と自立を目指すクセジュの学習環境！③ 学力を伸ばすだけでなく精神的成長と自立を目指すクセジュの学習環境！③ 学力を伸ばすだけでなく精神的成長と自立を目指すクセジュの学習環境！
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保護者アンケートより。クセジュホームページでは、クセジュにお子さま
を通わせている保護者の皆さまの声を多数ご紹介しています。


