
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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夏期講習後期（全7日間）夏期講習前期（全7日間）

7/26      は休塾日です 8/4       は休塾日です

7/23    （木・祝）   （木）   7/30    ～ ～8/1    8/8    

8/19       は休塾日です 8/28       は休塾日です

８/16    8/23    8/25    9/1    

前期 後期＋

自宅学習コース
前期 後期＋

通塾コース

講習は前期と後期で関連した内容になっておりますが、
前期のみ、後期のみの受講も可能です。
お申し込み、及び授業時間等の詳細につきましては、
お近くの教室までお問合せ下さい。

新型コロナウイルスの状況により、全授業をライブ配信
で行う可能性があります。その場合、全日程が自宅学習コース
のスケジュールとなります。

C日程 は夏期イベント（サマースクール等）期間です。
詳細はクセジュHPをご覧ください。
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LIVE映像

7月18日（土）以降に入塾テスト受験を希望
される場合は、お近くの教室までお問い合
わせ下さい。
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○ 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

6県立船橋高校 名

県立柏高校18名
11小金高校 名

のみによる実績です16616東葛飾高校
中3正規在籍生（5教室）
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筑波大附属
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早大学院
中央大高
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東京学芸大附属
慶應義塾
早稲田実業
青山学院
中央大附属

名市川 名開智15 名栄東 4 6
名江戸川取手 名芝浦工大柏29 33
名専修大松戸 名日大習志野18 2
名麗澤 名土浦日大12 61

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

『ＧＳ理論』を使えば、英文を一段高い視点から見るこ
とによって構造を完全に解き明かすことができます。目
からウロコの瞬間がたくさんあるはずです。初日は、そ
んなＧＳ理論についてお話しします。この理論をマス
ターすれば、「文法事項の暗記が大幅に減る」「覚える
英単語の数が劇的に減る」「リーディングスピードが
1.5倍になる」... など多くのメリットがあります。

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

英文構造が劇的にわかる！
クセジュ流『ＧＳ理論』の導入

1 日目
英語の見方が変わった！
英語の見方が変わった！

「不定詞」「接続詞」「動名詞」「関係代名詞 」 
…まだ未習の英文法もＧＳ理論で見れば、
とてもシンプルなルールのもとに成り立っ
ていることがわかります。ここでは特に
「品詞の視点（メドケフの定理）」の効果を
実感できるようになるでしょう。英語に対し
自信も出てくる後半は、入試問題で出題さ
れる文も、ＧＳ理論を使って解読します。

展開授業

テストを通じ、ＧＳ理論の重要ポイントを整理し
ます。クセジュ流ＡＬ型学習法に基づき、「理解で
きなかったこと」「忘れていたこと」を浮き彫り
にし、８月講習後期までの課題設定を行います。
ＧＳ理論を習得できた場合、中２で学ぶ、英語が
苦手な生徒を大量に生み出してしまう難関文法
「不定詞」（８月講習で学びます）も、わずか数日
の間に完璧にすることができるはずです。
 
 
 

確認テスト日目

自信がついた！自信がついた！

『ＧＳ理論』では英文を「３つの視点」から解析します。その中
の１つ「品詞の視点（メドケフの定理）」　の理解を深めると、例え
ば The boy watched a cat on the tree. の和訳について、「男の
子は木の上の猫を見た」という一般的な表現に加え、さらにもう
１つの意味にも気づき、２通りの解釈ができるようになります
（詳しくは授業で）。このように、ＧＳ理論の「３つの視点」を身
につけ、英語を “パズルを解くような感覚 ”で学んでいきます。

展開授業

ＧＳ理論の「３つの視点」の習得
2・3日目

なるほど！
なるほど！

初日からここまでの授業によって「３つの視点」が一
定レベルまで身につき、　学校の教科書の英文も「３つ
の視点」で解析できるまでになっています。4日目は
「 The doctor doctors doctors. 」など、一見不思議
に見える英文をＧＳ理論で分析し、応用力に磨きをかけ
ます。特に3つ目の視点である「お部屋割り理論（文型
分析）」を使って文の構造を明らかにしていきます。

LIVE映像

休
塾
日

理論授業4 日目
考え方が
広がった！考え方が
広がった！

LIVE映像 ＧＳ理論の活用

「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。

私たちの周りは、たくさんの物語であふれています。ドラマやゲーム、ニュース番組、私たちの日常にも存在する物語を
いつもとは違う視点からとらえて、どのような筋書きやメッセージが隠されているのか一緒に解き明かしていきましょう。
様々な創造の形に触れることで、今はまだ眠っている力を目覚めさせて、世界にたった一つだけのオリジナル小説を完成
させます。読解力、想像力、発想力のすべてを総合的に磨く特別な講座です。

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6 ヒューマンサイエンス （国語＋社会）　
　　　「 小説家養成講座 」8月7 ・月

例）夏期講習　７日間の流れ（中   英語・クセジュ流『　　理論』）2

クセジュに通っている・通っていないに関わらず、クセジュが受験生を応援す
る企画『受験生応援プロジェクト』。その第1弾を2020年6月に開催したと
ころ「やる気が出た！」「希望が持てた！」といった反響や、「またやってほし
い！」との声も多数頂いた事から、第2弾を開催することになりました。
第2弾では高校入試のエキスパート、（株）イデアル代表の菊地先生をスペシャル
ゲストにお迎えします。高校訪問数は年間のべ100校以上。首都圏の様々な
学校の情報を収集している菊地先生との対談形式で、公立高校の紹介をしな
がら、学校の説明会だけでは知りえない様々な情報をお届けします。お気軽
にご参加いただき、志望校選びの参考にしてください！

参加ご希望の場合は、セミナー前日まで
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。ライブ映像視聴
の方法、及び参加IDなどをお伝えします。

クセジュ 
中3学年責任者 

中村 健児

担当・司会

夏から始まる！　
憧れの高校への
合格セミナー

県立高校のあんな話・こんな話をお届けします！

ＧＳ理論も掲載
クセジュオリジナル英語教材『KATANA』

無料

「またやってほしい！」の声にお応えします！

自宅で参加!

復習だけでなく先取りも!
5・6 日目 理解

できた！

理解
できた！

ＧＳ


