
クセジュキャラ
くんモンテ

東葛地区で    

年の実績38

イベント

無料体験授業
同日開催 会場 : クセジュ各教室

お子様
対象

配信

変わりゆく社会、これからの時代に必要になるチカラとは
子どもが変わる、大きく伸びる学習環境とは
高い学力と深い教養が身につくクセジュ学習システムについて
お申し込みはクセジュHPのお問い合わせフォームからご連絡ください▶

説明会ではこうしたお話しが聞けます
保護者様
対象

 2   月 12   日(土)

保護者様
対象

 2   月 5  日(土)

会場：クセジュ各教室
14:00～15：00
15:30～16：30
15:30～16：30

クセジュ  説明会

※ 小学生は説明会と同時刻開催
　 親子でご参加できます

ライブ映像配信で、ご自宅からクセジュの説明会にご参加いただけます

19:00～20：00
20:00～21：00

クセジュ  説明会新学期

新学期

14:00～15：00
15:30～16：30
19:00～20：00

●小3・4・5・6新

●中1・2・3新

●小3・4・5・6新

 ●中1新

●中2・3新

●小3・4・5・6新

 ●中1新

●中2・3新

※ 新型コロナウイルスの感染状況によっては実施方法が変更になる場合がございます。詳しくは最寄りの教室までお問い合わせ下さい。



○ 対面イベント・授業について - 新型コロナウイルスの感染拡大防止に最大限配慮しながら実施しています ○ 掲載されている授業風景写真は、2020年以前に撮影されたものを含みます

（ 塾クセジュ本部より配信 ）
3F

クセジュの全授業を自宅で
受けることができます。

自宅学習コース

qsj1984.net 電話受付時間 （日曜・祝日を除く）（月～土）14:00   21:00
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クセジュ 検索

クセジュ
最新情報は
コチラ!!!

これからの時代に必要な学力が
身につくクセジュの授業

ここ数年で高校入試が大きく変わって来ています。公立私立によらず多くの学校で５教科入試を取り
入れています。大学入試共通テストに代表される大学入試改革がその主な要因ですが、クセジュでは
それとは全く別の理由で、開校以来一貫して5教科のつながりを意識した総合的なカリキュラムで授
業を行っています。本来学問は５つに分断できるものではなく、教科間のつながりを知ることこそ学問
の醍醐味であり応用力も養われると私たちは考えています。このような学習環境の中で身につけた
　　　　　　　 は子どもたちが社会に出た時、自分の持ち味を存分に発揮していくための糧となり
ます。受験突破だけでは終わらない、そのような力が身につくクセジュの授業をぜひ味わって下さい。
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6 チカラつの
クセジュで身につく

中学生になると学習項目が増える分、すぐに暗記に
走り「言われたことさえやればいい」と言った受動
的な学習をしてしまいがちです。そうした表面的な
学習では仮に目の前のテストをクリアできたとして
も、やがて行き詰ってしまいます。中１ではまず各教
科の魅力や本質を様々な切り口で伝えていきます。

同時に、主体的に授業を吸収するための学習法についての指導にも力を
入れています。クセジュの授業を通して、定期テストは言うまでもなく高
校入試やその先にも通用する学力の基盤を作ることができます。学ぶこ
とへの期待感と効果的な学習法、この２つを手に入れましょう。

単に中学校の先取りを学ぶのではなく、入学前の今だからこそ知っておきたい内容
を中心に学習します。学びに対する期待感を得て、中学入学を迎えましょう。

教科 カリキュラム

文系講座（国語） 『星の王子さま』を読む　
～読書が２倍面白くなる1カ月～

理系講座（数学） 数式を読解する　
～理系の様々な理論を数式から読み解く～

英語講座

算数重要単元復習講座

単語の “コアイメージ ”　
～丸暗記に頼らないイメージによる単語理解～

計算分野総復習
～計算、割合、比、速さ～

※ 英語は基礎クラスと発展クラスの２クラスを開講しております
※ 中学準備講座は１科目から受講できます

２月開講 まだ申し込める！

 イベント イベント

新中１（現小6）対象、中学準備講座の詳細は
クセジュHP“新中１のトビラ”をご覧下さい

「６つのチカラ」

小学部の特徴は国語と社会を融合したヒューマンサ
イエンス（HS）、算数と理科を融合したナチュラルサ
イエンス（NS）、そして英語力向上だけではなく、欧
米の歴史や文化を学ぶエレメンタリーイングリッシ
ュ（EE）という独自の授業スタイルです。教科の垣根
を取り払うことで、子どもたちは学問の本質に触れ

る喜びを得るとともに、自由な発想力を手にすることが出来ます。このよ
うな教科融合型の学力は東葛飾中など難関校入試のトレンドにもなって
きました。授業を通して興味関心の「種まき」をたくさん行うことで、いつ
までも学び続ける姿勢を育みます。

●小 の保護者様対象・3 6新

●小 ・3 6新

東葛中受検クラス説明会

エレメンタリーイングリッシュ

16:00～17:002/13(日)　
・ 東葛中受検の最新情報

当日はこのようなお話が聞けます
ご自宅からご参加ください

参加ご希望の場合は、クセジュHPお問い合わせフォームからお申し込み下さい

参加お申し込み、詳細はクセジュHP「EE紹介ページ」をご覧ください参加お申し込み、詳細はクセジュHP「EE紹介ページ」をご覧ください

　　  ●●  体験授業参加者特典！
お子様の作文課題を添削し、記述力向上のポイントをアドバイス!!

・ クセジュの東葛中受検指導の詳細
・ 入試問題から見る、東葛中に合格するために必要な力とは

小学部

・ 説明会後親子で参加できるクセジュ東葛中クラスの体験授業（（17:00～17:30）

無 料

配信

●小 の保護者様対象6新

1９:３0～20:302/14(月)　
ご自宅からご参加ください 高校部のイベント情報につきましては

2/15（火）の折込広告でお伝えいたします
配信

 ●●体験授業（新中１・２の生徒保護者対象）（20:00～20:30）
※ 体験授業は説明会に引き続き保護者の方もご参加いただけます

※ 新中３の体験授業は別日程となっております。詳しくはクセジュHPをご覧下さい

中２は自分自身について主体的に考え始める時期です。
学習する内容も難易度が上がり、一歩間違えると勉強
に対する自信を失ってしまうかもしれません。そこでク
セジュでは国語の授業を中心に、「自分とは何者か」と
いう根本的な問いに真正面から向き合います。夏目漱
石『こころ』、ドストエフスキー『罪と罰』等の重厚感あ

ふれる題材を読み込む中で、登場人物の揺れ動く心と自分を重ねながら、そ
れぞれが自分なりの答えを出せるよう導きます。授業以外には「働くとは何
か？」「大学に行くのか？」「高校選びについて」について考えるイベント行い、
目的意識を持って中3受験学年をスタートできるようにします。

新中2

昨年スタートした中高一貫コースは、現在東葛飾中や渋谷学園幕張中などの中高一
貫校のお子様が通っています。高校入試が無いからこそ学校の授業とは違った角度
から幅広い教養を身につけることを目的としたコースです。

●中 の保護者様対象・1 2・3新

19:00～20:002/12(土)　
当日はこのようなお話が聞けます
ご自宅からご参加ください配信

当日はコース詳細をお伝えしつつ、説明会後の30分で実際の授業もご覧いただけます。

無 料

受験学年だからと言って、勉強の本質に変わりはあ
りません。中３授業ではこれまで学習してきた内容
の復習でも、入試問題演習でも「なぜ？」を徹底的
に追及します。真剣に勉強と向き合い始める時期だ
からこそ、問題の背景を知り知識同士のつながりを
理解することで、受験勉強を通して改めて学問の魅

力を感じることができるのです。一学期に受験生としての基礎を徹底し
た上で、二学期以降は志望校に向けた本格的な演習授業に入っていき
ます。単に合格を手に入れるだけではなく、合格後さらに飛躍するため
のきっかけを作るのが中３指導の一番の目的です。

新中3

塾クセジュ合格実績（2017～2021年度）

国立高校
筑波大附属5名

公立高校

私立高校

東葛飾 119名
県立船橋 20名

小金 55名
県立柏 82名
開成 2名

渋谷学園幕張 4名

早慶附属 19名

MARCH附属 28名
芝浦工大柏 131 名

江戸川学園取手 124名
専修大学松戸 113名

麗澤 82名
他

年度別、教室別実績、その他の高校
実績はクセジュHPをご覧下さい。
○ 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
　実施細則に基づき算出しています
○ 内部進学者は一切含まれておりません

説明会（　　　）EE
クセジュ小学部

クセジュ小学部
クセジュ中学部

巷で様々な「英語教育論」が
展開されている中「クセジュ
の英語教育」とはどういった
ものなのか、ご説明します。

クセジュ小・中学部 本質追究 教養力涵養思考力錬磨

塾クセジュ 高校部HPで新学期情報公開中

中高一貫コース説明会

新中1

 イベント

小学部責任者
川口 裕之

中１学年責任者
松岡 優太朗

中３学年責任者
中村 健児

中２学年責任者
土肥 槙太郎


