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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

クセジュHPの
お問い合わせ

フォームから
お申し込みく

ださい

日

QSJSUMMER2022

2022 
クセジュ

M

ONTE-KUN

会場：各教室保護者様対象

14:00～15：00 15:30～16：30

 無料体験授業
小学部・中学部

中１・中２ 19:00～20：00   
  中３ 20:00～21：00  

会場：各教室

クセジュのコトが

まるわかり!!!

小3・4・5・6 14:00～15：00

小3・4・5・6

小3・4・5・6

中 の生徒対象2 31

中 21

小学生は親子で
ご参加ください

同日開催

夏期講習

中３は個別相談会を実施中 詳細はお問い合わせ下さい



筑波大附属6名
お茶の水女子3名

東葛飾 104名
県立船橋 19名

小金 47名
県立柏 71名

開成 2名
渋谷学園幕張 6名

早慶附属 20名

芝浦工大柏 125名
市川 49名

江戸川学園取手 128名
専修大学松戸 94名

他

年度別、各教室ごとの実績、
その他の高校実績はクセジュ
HPをご覧下さい。

内部進学者は一切含まれておりません

国立高校

私立高校

公立高校

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

塾クセジュは公益社団法人全国学習
塾協会  正会員です

○ 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

ファミリー
マート

日高屋

ファミリー
マート

柏 駅

マツモト
キヨシ

江戸川台教室 柏教室

ファミリー
マート

日高屋

ファミリー
マート

柏 駅

マツモト
キヨシ

高校部クセジュ松葉教室 新松戸教室 我孫子教室

クセジュ 検索

無料体験授業、クセジュイベントに参加ご希望の場合は、下記 “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
本質追究 教養力涵養思考力錬磨 塾クセジュ 高校部

体験授業は各回同じ内容です。
クセジュ高校部HP、専用お問い合せフォームからお申し
込みください。

最新情報
公開中!!!

クセジュの今をお届け！  QSJ WEB

会場：クセジュ高校部

英数　　体験授業無料
夏期講習の
トビラ

2022 クセジュ

木28

「 日本はいつから “ 日本 ” なのか」「時代はどのようにして変わるのか」な
ど、丸暗記するだけではよくわからないけれど、実は歴史を学ぶ上で最も重
要な「理由」を考える歴史の講座です。時代の変化の背景には緩やかでい
て力強い人々の生活や考えがあります。まるで
タイムスリップしたかのように歴史の物語を感
じながら、変化の理由を考察しましょう。歴史
を学ぶ上でのノートの取り方や思考法、記憶
法という基礎的な技術も身につきます。この
夏、歴史学習の軸を作り上げましょう。

ヒューマンサイエンス（国語＋社会）

日本の歴史 ～ ストーリーで学ぶ日本史 ～楽しく書ける作文講座　
～ 作文入門 ～

日本の歴史　

目ざせ物語の達人　
～ 物語文の読解のポイント～

日本列島を旅する
～ 都道府県と地形 ～

エレメンタリーイングリッシュ（英語＋外国文化）

下の図のように正方形を組み合わせた図形があります。目盛りのない定
規と鉛筆だけを使い、この図形の面積を正確に二等分するにはどうすれ
ばよいでしょうか。このようなオリジナル問題などを通じ、図形が持つ色
々な特徴を学んでいきます。
楽しく頭を使って図形に強く
なりましょう。

ナチュラルサイエンス（算数＋理科）

考える図形 ～ オリジナル問題に挑戦 ～考える夏　
～ 図形で遊ぼう ～

図形の面積　
～ パズルで考える図形の特徴 ～

場合の数　
～ 工夫して数え上げる ～6小666小

考える図形

※ちなみに、この問題の解法は
　まだまだ、たくさんあります。

NS

EE
Basic（英語初心者クラス） 
フォニックスと発音技術のおさらい
～ 英語の発音は「息の量」が命 ～

Standard（英語経験者クラス） 
重要文法のおさらい
～ 中１レベルの基本英文完全習得 ～

Advanced（英語経験者発展クラス） 
英作文の基本
～ 英作文で重要な３つのこと～

3小333小

5小555小

4小444小

3小333小

5小555小

6小666小

4小444小

3・小 4・小 5・小 6小

3・小 4・小4・4・4・小 5・小5・5・5・小 6小666小

4・小4・4・4・小 5・小5・5・5・小 6小666小

作図はとても重要で魅力的な分野です。その歴史は長く、ざっと2000年以
上にわたるドラマがあります。しかしながら、二学期に学校で学ぶときに
は基本的な作図法しか学びません。夏期講習では作図の歴史にも触れな
がらその魅力をたっぷりとお伝えします。古
代エジプト人たちが考えた問題や、古代ギリ
シャ人が悩んだ問いを一緒に考える中で作図
法とともに、根底にある論理を磨きます。コン
パスと定規だけが作り出す、数学の奥深い世
界をじっくり味わいましょう。

「探求」し、教科の魅力を再発見

幾何学はここから始まった ～ 作図を学ぶ ～豊かなる詩の世界　
～ 君の身近にもある詩の技法 ～

幾何学はここから始まった　
～ 作図を学ぶ ～

記述式文法レビュー　
～ 英語の基本をより深く学ぶ ～

光の謎に迫る　
～ 反射と屈折大研究 ～

世界の諸地域の研究　
～ 旅行ガイドを作ろう ～

国語

数学

英語

理科

社会

なにげない読書も楽しいものですが、文章を正確に緻密に読み込むこと
で真のストーリーを理解することも国語という教科の醍醐味です。夏目漱
石の『こころ』はそのような奥深い文章です。時は開国を経た明治時代。
文明開化という華々しい言葉とは裏腹に、新
旧の価値観の間で人々が揺れ動いた不確か
な時代でもありました。漱石は当時の人びと
の心を鋭く描き出しています。描写の奥に隠
された「こころ」を暴き出す、探偵のような読
みを通じて緻密な読解力を身につけましょう。

やらされる勉強からの脱却
小説深読み講座 ～ 夏目漱石『こころ』  ～

図形の証明　
～ 厳密な世界を存分に味わおう ～

クセジュオリジナルメソッド GS理論　
～ 文法学習: 基本編 ～

人体　
～ 消化・吸収と血液循環 ～

日本の諸地域の研究　
～ 本格的なレポートを作る ～

様々な化学分野の中でも、入試に非常によく出題されるのがイオンです。
酸性、アルカリ性といった性質もイオンの知識が不可欠ですが、さらにこ
れまで学習してきた化学反応のルールも、イオンの構造を把握すること
で一気に理解が深まります。これまでは暗記
に頼っていた化学式の単元を論理的に導き
出せる重要な武器、それがイオンの考え方
なのです。直接目にすることはできないミク
ロな世界にある、美しい性質を解き明かし
ていきましょう。

この夏、志望校合格へのカギを手に入れよう

イオンの世界 ～ 酸とアルカリの中和反応 ～古文読解徹底講座
～ 必須古典文法解説 ～

高校入試攻略講座
～ 相似の徹底研究 ～

クセジュオリジナルメソッド GS理論
～ 文法学習: 発展編 ～

歴史の演習 近代から現代
～ 入試頻出の時代の知識を整理 ～

2中

1中

3中
小 の生徒・保護者様対象64

英語はいつからはじめるべきか、様々ある英語教育の中でどれがよいのか？ 説明
会ではこのような悩みにお答えしながら、クセジュ小学部英語が重視する「発音向
上」「英作文力向上」「異文化理解」がバランスよく身につく授業をご紹介します。

10:30～11：30
ご自宅から親子でご参加ください

夏から英語を始めよう！

配信

7/9●土

 小学部イベント

ご自宅からご参加ください
中高一貫コースには、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。

中高一貫コース説明会
中 の生徒・保護者様対象2 31

7/9●土
20:00～21：00

 クセジュ

日 日

エレメンタリーイングリッシュ 説明会（　　　）EE

配信

「感じる」「考える」「まとめる」
HS、NS、 EE、クセジュ小学部のオリジナルカリキュラム

「探究」「挑戦」「成果の実感」
入試の後も伸び続ける、先々を見据えたクセジュの授業！

国語

数学

英語

理科

社会

国語

数学

英語

理科

社会

0120-542-901クセジュお問い合わせ窓口qsj1984.net QSJ

7/9●土 7/16●土
17:50～18：50

高 の生徒対象12 電話受付時間 （日曜・祝日を除く）14:00   21:00

英語担当

HS

塾クセジュ 過去５年　　　　　　　　の合格実績（2018～2022）

小学部小学部 中学部中学部

小説深読み講座
～ 夏目漱石『こころ』 ～

数学担当

倉林 洋輔
（クセジュ高校部長）

中村圭佑
（理数科主任）

イオンの世界
～ 酸とアルカリの中和反応 ～

～ ストーリーで学ぶ日本史 ～

～ オリジナル問題に挑戦 ～


