
我々は「入試頻出事項＝重要事
項」と言った、過去の入試問題
傾向だけを頼りにした安易な指
導を徹底的に排します。物事の
表層だけにとらわれず、常に本
質を問う姿勢を身につけてもらい
たいからです。この姿勢は大学

入試のみならず、大学での研究、そして社会に出てクリエイティブ
な活動をする上で欠かせない要素です。高校では中学校に比べ
て圧倒的に学習範囲が広がるため、結果として「覚えて済ます」
という勉強に陥ってしまいがちです。しかし、このような短絡的
勉強から脱却し、「何故そうなるのか」に徹底的にこだわること
が、本当の実力をつけるための出発点となるのです。

ITツールや学習アプリにより、か
つてよりも手軽に多くの問題に
触れることができるようになりま
した。それなのに多くの受験生
が受験期に直面するのが「問題
をたくさん解いても学力が頭打ち
してしまう」という現実です。残

念ながら問題を解く前にすでに勝負が決まっているということを
多くの受験生は知りません。学力向上のカギは「対話」にあり
ます。クセジュの授業では対話を重視しています。講師の投げ
かける疑問に対して意見を述べる、あるいは塾生同士で一つの
テーマについて意見を交わす、こういったアナログ的な日々の下
地こそが問題に向き合う深い思考力を養うのです。

　

　
これらは全てクセジュで行われて
いる「総合講座」のテーマです。
総合講座では塾生の知的好奇心

を喚起しながら、現代社会と学問研究の接点をわかりやすく解
説していきます。高校時代に義務教育レベルでは身につけられな
い真の意味での勉強を体験することで、自分の進路を考える大き
なきっかけとなります。また、教科横断型の幅広い教養を身に
つけることは、難関大学の工夫された入試問題にも独自の着眼
点で論述することができるようになるのです。

「ディズニー映画で学ぶステレオタ
イプと差別」「生物の進化から考え
る多様性について」「音楽を数学で
分析し、数学で音楽を構築する」

東葛地区で    年の実績36
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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

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三本柱 ”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。

高校部長
倉林洋輔

伝統と革新の融合が生み出す
難関大学合格だけで終わらないクセジュ高校部の授業

私たちが首尾一貫して行っている教育は、本質追究、思考力錬磨、教養力涵養という３つの言葉に集約できます。一見すると地道
に見える取り組みが、難関国私立現役合格という結果を生み出している源です。そしてこの夏、これまでの伝統に加え、ライブ
映像などのＩＴツールも活用することでより効果的に高校生の皆さんが学力をつけることができる環境が整いました。私たちが
見ているのは「受験突破のその先」です。高校３年間の貴重な時間をただ受験突破のテクニックを身につけるだけの期間にして
しまうのは非常にもったいないことです。この夏、クセジュ高校部の授業で本当の意味での学問探求を始めましょう。貴重な高校
生活を充実したい皆さんをお待ちしています。

　　　　　で学ぶ　　　　年クセジュの夏期講習
“ 新しい指導スタイル”

２０２０

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 ”

( JR柏駅より徒歩3分 )

1水

会場 : パレット柏

小学生小３・小4・小5・小6 中学生中1・中2・中3

中学生対象

保護者様対象
ライブ映像で自宅でもクセジュの説明会、体験授業を受けられます

8水
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。  

無料体験授業

クセジュ高校部説明会
高１・高２保護者様対象

　土6 15：00～16：00
会場 : クセジュ高校部

体験授業無料
１9：００～20：0０ 20：００～21：0０

20：００～21：0０

中１・中2 中３  

LIVE映像

LIVE映像

入塾説明会クセジュ

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

19：25～20：55 会場 : クセジュ高校部
4 11 18　土6 　土 　土 　土

夏期講習クセジュ高校部 START!!21　火

早稲田大学法学部
高3の夏まで部活に打ち込んでいた私は、すぐに勉強をサボって
しまうという性格もあって、高1から高2の冬までは、ただ授業を
受けているだけの状態でした。しかし、クセジュで定期的に行
われる入試セミナーや担当講師との面談を通じて勉強するモチ
ベーションが次第に高まっていきました。クセジュではチュー
ターではなく、授業を担当している先生方に直接相談すること

ができます。そこでは幅広い知見を活かして、目先の受験勉強だけではなく、将
来のやりたいことなども含めて面倒を見てくれ、部活に忙しい自分でもこなすこ
とのできる、志望校合格に必要な計画を一緒にたててくれました。このような指
導のおかげで、視野を広げて受験勉強を見ることができ、最後には勉強を楽しめ
るまでになりました。これはクセジュの強みだと思います。

大森 康生さん

東京外国語大学国際社会学部
私は高 1・2生のときに勉強を避けていた上、推薦試験の対策も
していたため、「勉強量」が、かなり限られていました。そのよ
うな状況でも合格できたのは、クセジュの質の高い授業があっ
たからだと思います。特に英語の授業では、英文の構造のとり
方や言い換えを探す技術を丁寧に教えてもらいました。そのお
かげで、解答の根拠が自分で説明できるくらい明確になり、過

去問を解いているときや本番の試験中にも迷うことなく解答を選ぶことができま
した。これには何度も感動させられました。また、大手塾に比べ少人数なので、
講師との距離が近く、授業中でも発言や質問を頻繁に行うことができ、そのおか
げで、その日の疑問を翌日に持ち越すこともありませんでした。迷うことなく、
ストレスのない受験生活を送ることができたのは、クセジュの本質追究の授業が
あったからです。ありがとうございました。

古山 夏帆さん

東北大学歯学部
私は高校 2 年の冬まで部活をやっていたこともあり、今思えば、
当時は授業に参加していただけだったように思います。それで
も受験で必要な基礎学力を身につけられたのはクセジュの授業
のおかげでした。また、自分で計画をたてるのが苦手だった私
にとってクセジュの「担当講師制度」はとても助けになりました。
文化祭が盛んな校風もあり、夏休みは準備でほぼ毎日学校へ行っ

ていましたが、そんな状況でも勉強を継続できたのは担当講師とたてた計画のお
かげでした。定期的に行われる面談で、勉強の進度を確認したり、様々なことを
相談したりすることで、やる気がでない時も気持ちを切り替えることができ、と
てもいいモチベーションになりました。クセジュに通って、諦めずに国立大学を
受験し、合格することができて本当に良かったです。ありがとうございました。

白井 凛子さん

Welcome toNEW  QSJ  STYLE!!!

クセジュが提供するこれからの時代に合った“新しい指導スタイル”

説明会にご参加希望の場合は、事前に各教室へお電話にてお申込み頂くか、直接会場までお越し下さい。 ※ ウイルス感染対策の

ため、お電話にて事前予約いただいた方を優先させて頂きます。また当日のご参加は各家庭１名までとさせていただきます。

クセジュ高校部の授業が自宅で受けられる!!!

8水

LIVE映像

無料体験授業
高   ・高 生対象１ 2

高   ・高 生対象１ 2

参加ご希望の方は、クセジュ高校部HPの資料
請求/お問い合わせフォームから、体験授業お申
込みボタンを選択し、備考欄に「 7/8体験授業
申込み」とご記入のうえお申込みください。

本質追究 教養力涵養思考力錬磨

※ 参加希望の方は前日までに、クセジュ高校部までお電話で申込みください

19：25～20：55

合格者の声合格者の声

6 チカラつの

クセジュで身につく

小学生 小３・小4・小5・小6 9：3０～11：0０中学生 中1・中2・中3
1

2

3



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

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しました。これまで

通りの教室実施による対面型授業に加えて、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。

教科書には方程式についての簡単な説明があ
るだけで、以降は例題と解説の繰り返しです。
これではせっかくの学習内容も魅力は半減で
す。クセジュでは導入を重視しています。教
科書にはあまり書かれていない方程式の歴史
やドラマを通じて、期待感を持てるとともに
学習内容の全体像をつかむことができます。

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「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。

自宅学習コースの詳細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

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「夏期講習のトビラ」をご覧ください。

例）夏期講習　７日間の流れ（中１数学）
感じる、考える、自分の言葉で
まとめるクセジュの夏

集中的に学ぶことで、成果と達成感を味わえるカリキュラムを小学部の夏期講習で

は用意しています。１つのテーマを集中して学ぶことで、これまで魅力を感じてい

なかった学習分野にも興味を持ってもらえるはずです。さらに、授業を通じて学び

の世界を広げるだけでなく、「勉強の仕方」についても意識的に指導します。中学部

で実践している「クセジュ流ＡＬ型学習法」を小学生用にアレンジし、授業の中で

伝えます。その結果、学年に応じてノートの取り方や授業の受け方、そして効果的

な家庭学習の取り組み方がわかるようになります。こういった基本的な学習法は残

念ながら小学校ではあまり教えられることはありません。この夏、クセジュで得た

経験をもとに、一回り成長した状態で二学期を迎えましょう。

小学部責任者 川口 裕之

2年
自分自身を見つめ、将来をイメージする
今より一段、深く思考する

中学校生活も折り返し地点を迎えた中２の夏。「なぜ勉強するのか？」「自分は

何がしたいのか？」「どんな生き方をしたいのか？」このような漠然とした問い

に対して、正面から主体的に考えることは中２の今だからこそ非常に重要であ

ると私は考えます。クセジュでは夏目漱石の“こころ”など、個人の悩みをテー

マにした作品を扱いながら、“学びそのものを自分のこととして考える”きっか

けをつくる夏にします。他教科でも、普段はあまり触れることの無い一段高い、

そして深いテーマをあえて扱います。このような取り組みの中で、中３時には

自分の進路についても、具体的なビジョンと自分自身に対する期待感を持って

チャレンジする姿勢を育んでいきます。
中２学年責任者 土肥 槙太郎

夏から始まる！　憧れの高校への合格セミナー
千葉県の難関県立を中心に、受験で成功する秘訣をお伝えします。

6
土

第一志望への合格は学力をつけることと、もう１つ大切
なポイントがあります。それは、最新の受験情報、高校
情報を手に入れることです。セミナーでは１回勝負とな
る県立入試のポイントや、千葉県の県立、私立高校を
中心に合格のための勉強法などをお伝えします。ライブ
映像イベントなので、自宅でゆっくりご覧ください。
県立船橋、東葛飾、小金等の難関校が、憧れの高校から、
具体的な目標としてとらえることができるはずです。
ここから受験生としてのスタートを切りましょう！

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。

○ 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）

2020
最難関国私立高校 千葉県・茨城県・埼玉県私立難関校

名

名

名

名

名4

筑波大附属
慶應志木
早大本庄
早大学院
中央大高

名

名

名

名

名1

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。

◉ 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

夏休みから本格スタート
クセジュの高校受験指導

今年の受験生は、過去に前例の無い全てが初めての受験になるはずです。千葉県公

立高校も１回受験になる初めての年になりますから、まずは受験についての情報収

集が一番大切です。このような状況下で、1学期に思うような勉強ができずに気持ち

ばかり焦っている人はいませんか？この夏からしっかりとクセジュで学んでいけば

その心配は一切ありません。クセジュでは高校受験の本格的な指導を夏休みから始

めます。本質を理解することに重きを置いた５教科の授業を受ける中で、半年で十

分に目標を達成できる知識と考え方を身につけることができます。さらに、クセジュ

受験指導の伝統である３種の神器（ウカる技術、全単元リスト、志望校マイルストーン）

を駆使することで、淡い憧れだった高校が明確な目標に変わるはずです。この夏か

ら全てがはじまる、この夏から第一志望に絶対合格する、そういった強い気持ちに

なれる授業がクセジュの夏期講習です。
中 3学年責任者 中村 健児

3年

1水 4土

入塾テスト日程
クセジュ小・中学部4土

23木祝

体験授業
同日開催 !

会場 : 

小・中学生保護者様対象

小・中学生生徒対象

１5：００～１6：３０

１6：００～１7：0０

 クセジュ各教室
無料

１5：００～１6：３０
　（保護者の方と一緒にお越し下さい）

中１・中2１9：００～20：0０
20：００～21：0０中３  

小学部

206
土 276

土246
水

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 LIVE映像

LIVE映像

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

クセジュ 
中3学年責任者 

中村 健児

理論授業

世界最古の問題集 !?　
リンドパピルスに挑戦

1 日目
おもしろそう！おもしろそう！

最後の仕上げは展開授業です。クラスの
理解度に合わせて基本問題の定着から、
応用問題まで方程式という分野全般の理
解を深めます。最初に理論授業で全体像
を伝えているからこそ、途中で理解があ
やしい項目があったとしても、大切な軸
はぶれずに学べるので、結果として知識
の定着と理解が深まるのです。

展開授業5・6 日目

理解が深まった！理解が深まった！
最終日には確認テストを実施しま
す。テストを通じて 7日間の成果
を自分自身で実感するとともに、
間違った問題については、ここで
もＡＬ型学習法をいかしながら、
改めて知識としてストックしてい
きます。結果、細部にわたって学
習内容が定着するのです。

確認テスト日目
できた！できた！

理論授業で学習内容に魅力を感じその分野の全体像を
把握した後、展開授業では実際に知識の定着と根本理
解を重視した授業を行います。ここでは実際に方程式
の解法、そして文章題に対して方程式のたて方など実
践力を高める内容を扱います。また、授業中はクセジュ
指導の３本柱である「クセジュ流ＡＬ型学習法」を使い
ながら授業中の吸収度を向上させていきます。

展開授業

方程式の計算と、文章題の考え方
2・3日目

わかった！
わかった！

後半初日は再びライブ映像による理論授業を行います。前半
まででもいろいろな問題が解けるようになっているはずですが、
そこから世界をもう一歩深めていきます。単なる数学の問題集に
書いている問題を解く練習だけの方程式ではなく、実際に世の中
の未知数を解き明かす、「使える方程式」を学びます。これにより、
方程式と言う考え方が広がり、後に理科などの問題を解決してい
くツールとして応用的な使い方ができるようになるのです。

理論授業4 日目 世界がひろがった
!

世界がひろがった
!

LIVE映像

休
塾
日

START!! ６つの力がバランスよく身につく独自の授業

入塾説明会クセジュ
※ 参加ご希望の方は、事前に各教室までお

電話でお申込みいただくか、直接会場へ

お越しください。

数学以外で使える方程式の利用

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

中学生としての学習リズムを整える
1学期の学習項目を定着させる

1学期が終わろうとしています。中学校の授業が少なかったので、焦る気持ちがあ

るかもしれませんが、心配はいりません。２学期以降、学校生活が本格化した時に

スムーズに流れに乗れるよう、クセジュ中1ではこの夏、２つのことを特に意識した

授業を行います。

まずは、「授業の受け方、授業中の学習効果を向上させる」ことです。クセジュが

提唱する「クセジュ流ＡＬ型学習法」を強く意識した授業を各教科行っていきます。

夏休みの間に効果的な授業の受け方を手に入れることで、2学期以降学校の授業の

吸収度も飛躍的に上がるはずです。次に、「1学期の学習項目の復習と、2学期の予習」

です。7月講習では主に復習的な内容を扱う中で、理解が曖昧だった項目を解決しま

す。8月講習は少し先取りを意識します。クセジュが最も得意とする「背景やルーツ

にこだわる授業」を通じて、学力の定着だけではなく、学問的な魅力にも触れるこ

とができる夏期講習となっています。

中 1学年責任者 松岡 優太朗

中学3年生
対象

担当プロジェクト
受験生応援

塾クセジュ本部  0120 -542-901

教室実施

電話受付時間

お申し込み、時間等の詳細は各教室までお問い合

わせください。尚、自宅学習コースの入塾テストに

関してはクセジュ本部までお問い合わせください。

12:00～18:00

電話受付時間12:00～18:00


