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専用の英語学習アプリ 
 J PREP オリジナルアプリを

用いて、毎日自宅で
音声練習が出来ます

語学の習得には、毎日の訓練が大切です。生徒たちは、J PREPが独自
開発した専用アプリを用いて、動画の視聴やスピーキングとリスニングの
練習を行い、発音だけでなく重要な英文法、構文、単語・熟語を効率的
に習得していきます。動画を利用した勉強法は、文字だけの教材を使っ
た従来の学習よりも、格段に効率良く、英語の総合力を高めることが出
来ます。

毎回の授業で作文指導を行っています。日本語とは異なる英文の構造
を学び、論理的な文章を簡潔にまとめる作法を身につけます。これによ
り、今後TOEFL型に移行し、ライティングの力を問われるようになる国内
大学入試でも高得点が狙えます。英語で論理的に考え、書くことは、日本
語力を高める結果にもつながっていきます。
　
J PREPでは、世界に通じる英語の表現力を身につけることを目標に、
丁寧で徹底した英作文指導を行っています。

      J PREP斉藤塾の特徴

無駄な努力はさせません。効率良く、考え抜かれたカリキュラムで早く実力が伸びます

　　○第二言語習得法の知見を最大限に活かしたカリキュラムです。
　　○闇雲にネイティブと会話すれば英語力が伸びるわけではありません。
　　○ひたすら辞書を引きまくる、ひたすら和訳する、いずれも無駄な努力の筆頭です。
　　○当塾では、動画教材を効果的に活用し、文法と語彙を文脈とセットで音声と共に覚えていく指導法を取ります。

受験に必要な学力を早期に固め、さらに上の実力を志す生徒のための英語塾です

　　○応用言語学の成果を取り入れ、学校の定期テストや国内大学入試でも好成績を収めるための対策を徹底しています。
　　○11回の授業に付き１回、塾内テストを実施し、成績優秀者を表彰しています。
　　○毎回の授業で書き取りの小テスト、文法小テストを実施しています。
　　○季節講習では文法や読解力を集中的に鍛えます。

将来に役立つ成長の場を提供します

　　○アイビーリーグの現役学生との交流会を実施します。また、著名な学者、経営者、ジャーナリストなどを招いて
　　　ゲストレクチャーを実施して英語を学ぶモチベーションを高めています。
　　　―吉田研作氏 （上智大学　言語教育研究センター特別招聘教授、言語教育研究センター長）
　　　　　「『話す』『書く』『読む』『聴く』４技能を万遍なく重視する英語教育と大学入試英語改革」（2016年10月16日）
　　　―倉石寛氏 （立命館大学教授、元・灘中学高等学校教頭）「グローバル教育と変わる大学入試」（2015年12月6日）
　　　―安河内哲也氏 （文部科学省 英語教育の在り方に関する有識者会議委員）「発信型に変わる大学入試英語」 （2014年12月7日）
　　　―田村耕太郎氏 「もう一度君に、世界との戦い方を教えよう」 (2013年12月15日)

イェールやハーバードを目指して準備すれば、東大は当然のように合格します。

丁寧な英作文指導
J PREPには
英作文指導における
「説得力」があります

J PREPのコア・カリキュラム（Level 1～ 4）は、宿題予習中心
の集中カリキュラム、授業内演習中心の標準カリキュラムに分
かれています。Level 5以上では、生徒のニーズに合わせ、
国内大学受験指導、留学準備指導、教養カリキュラムを提供
します。学習状況に合わせて、カリキュラムをお選びください。
　
集中カリキュラム（Intensive Track） 
 週４時間程度、授業外で宿題に取り組むことを前提としてい
ます。学習経験ゼロからスタートし、３年間でCEFR B2 （英検
準１級程度）到達を目指します。

標準カリキュラム（Standard Track）
 週１時間程度、授業外で宿題に取り組むことを前提としてい
ます。学習経験ゼロからスタートし、５年間でCEFR B2 （英検
準１級程度）到達を目指します。
Level 1  標準カリキュラムは、主に小学5, 6年(ES110)、中学
１年（ES120）対象。集中カリキュラム（ES150）は、小・中学生
ともに受講が可能です。どのコースも無試験のため、生徒本
人の説明会参加は任意です。
Level 2,  3,  4  主に中学２年生から高校３年生が対象。レベ
ル２以上への入塾を希望する場合、レベル認定テストを受験
してコースを決定して頂きます。
Level 5,  6    主に高校２年生から高校３年生が対象。国
内受験、海外留学双方に対応した受験準備メニューを提
供します。セミナースタイルで行う教養講座も開講します。

J PREP カリキュラム

標準カリキュラム
（授業内演習型）

ES 120
ES 110

ES 220
ES 210

ES 320
ES 310

ES 450

ES 350

ES 250

ES 150

ES 580

ES 680
ES 670

SAT／TOEFL
初級

SAT／TOEFL
中級

留学準備 海外大学での学習に十分な英語力
CEFR＊1 C1・C2／TOEFL iBT 110／SAT 1450 ＊2

実践的な英語力
CEFR C1／TOEFL iBT 110／TEAP 390

英検準1級→1級
CEFR B2／TOEFL iBT 90／TEAP 340

英検2級→準1級 ＊3

CEFR B1／TOEFL iBT 80／TEAP 300

英検3級→2級
CEFR A2

英検力ゼロ→英検3級・準2級
CEFR A1

集中カリキュラム
（宿題予習中心型）

J PREP Scholars
（留学準備・教養コース） 学習目標

Level
1

Level
2

Level
3

Level
4

Level
5

Level
6

＊1：CEFR＝ヨーロッパ言語共通参照枠。世界で広く普及している外国語習得の共通ガイドラインです。 
＊2：SAT 1450点は、アイビーリーグ大学受験に必要な点数の目安です。
＊3：英検準1級は、国内難関大学入試とほぼ同等の難易度で、筆記試験の他に面接試験があります。

国内難関大学受験指導

難関大学入試レベル

センター試験レベル
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　私は、2歳から10歳までインターナショナルスクールに通っていたので、ある程
度英語を話すことはできますが、正確な文法や和訳が苦手です。 J PREPでは、教
科書による文法の授業で細かく、そして分かりやすく文法を理解することができま
す。また、Native Partでは All Englishなので表現力を高めることができます。授
業では英検で必要なライティングも学んでいるので、私も準一級の過去問をスラ
スラ解くことができます。
（順天中学校1年  ES250在籍）

インターナショナルスクールでは学べなかったことを補える

　この塾に入った頃はまだ受験を意識していなかったので、英語を得意な科目にし
たいとあまり思っていませんでした。しかし、ネイティブの先生と二年ほど会話をし
ていると、英語で会話することに対する緊張や不安がなくなり、より自然に話せるよ
うになりたいと思うようになりました。それ以来英語のディスカッションも楽しくなり、
貴重な経験を得ることが出来ました。
（開成高校2年  ES580在籍）

英語への不安がなくなり、ディスカッションが楽しくなった

　大学受験のために高校3年生から入塾しました。元々は集団の予備校に通っ
ていたのですが、J PREPに入塾して良かった点は授業が少人数制で行われる
ところです。以前の塾では、その場では質問できず、機械的に授業を受けるだ
けでした。 J PREPでは、その都度先生から分からないところはないかと確認を
してくれて、生徒一人一人の理解を必ず深めてくれます。また、授業の前半にネ
イティブの先生と共にみんなでディスカッションをするのも J PREPの醍醐味だ
と思います。今は高校生ですが、社会人になったときにも、このディスカッション
での経験が活かせると思います。
（実践女子学園高校3年　ES670在籍）

少人数制で生徒1人1人の理解を深めてくれる

　J PREPに入って、英語で話すことが大切だと実感しました。iPadを使ってスピー
キングを練習する課題では、自分の英語を話す力がどんどん上がる実感があってと
ても嬉しいです。先生のコメントはいつもとても細かなところまで指摘してくれて、自
分の苦手なところを把握することができるので、先生からのコメントが早く来ないだ
ろうかといつもワクワクしています。また、授業ではほかの生徒とディスカッションを
するので、すぐに多くの友達を作ることができました。文法も一からとても丁寧に教え
てくださいます。答えを間違えても、「～だから違うんだよ」と必ず理由を教えてくださ
るので、なぜ違うのか理解を深めることができます。ネイティブの先生の授業では、
先生から難しい質問をされることもありますが、自分の意見がしっかり伝わった時は
とても嬉しいです。他の塾にも体験授業を受けに行きましたが、英語で話すことを大
切にしているJ PREPが一番良かったです。授業の三時間はあっという間で、J PREP
はとても楽しい場所だと実感しています。
（日本女子大学附属豊明小学校6年 ES210在籍）

英語で話すことを大切にしている J PREPが一番

　初めは英文や単語の意味がよくわからなくて不安でしたが、J PREPの授業
では先生がその場で気軽に教えてくれるので、すぐに意味を理解することがで
きます。私は中学生になって初めて英語を習い始めたのですが、J PREPのお
かげで学校のテストでも良い点をとれるようになり、英語が身についていること
を実感できるようになりました。J PREPの授業では、ネイティブの先生と会話を
し、さらに動画を見ながら学ぶので、英語を聞く力もつけることができます。毎
回の宿題では自分が英語で話した文章を録画して、提出するとすぐに先生から
コメントが返ってくるので、知らず知らずのうちに声に出して英語を話す力がつ
きました。このような塾は他にはあまりありません。毎週楽しく通っています。
（雙葉中学校1年　ES120在籍）

丁寧な解説、動画教材、音声アプリで上達が実感できる

　ぼくは、J PREP に入ってから学校での英語の授業が得意になりました。ほかの
みんなと一緒に学ぶことができるので、楽しく授業を受けることができます。J PREP
の良いところは、自分の発音などを先生が一つ一つ細かく指導してくれるところです。
おかげで、難しい発音や単語をはっきりと言うことができるようになりました。
（世田谷区立小学校  ES110 在籍）

発音を一つ一つ細かく指導してくれる

　この塾に入った頃はまだ受験を意識していなかったので、英語を得意な科目にし
たいとあまり思っていませんでした。しかし、ネイティブの先生と二年ほど会話をし
ていると、英語で会話することに対する緊張や不安がなくなり、より自然に話せるよ
うになりたいと思うようになりました。それ以来英語のディスカッションも楽しくなり、
貴重な経験を得ることが出来ました。
（開成高校2年  ES580在籍）

　大学受験のために高校3年生から入塾しました。元々は集団の予備校に通っ
ていたのですが、J PREPに入塾して良かった点は授業が少人数制で行われる
ところです。以前の塾では、その場では質問できず、機械的に授業を受けるだ
けでした。 J PREPでは、その都度先生から分からないところはないかと確認を
してくれて、生徒一人一人の理解を必ず深めてくれます。また、授業の前半にネ
イティブの先生と共にみんなでディスカッションをするのも J PREPの醍醐味だ
と思います。今は高校生ですが、社会人になったときにも、このディスカッション
での経験が活かせると思います。

 僕は小学6年からJ PREPに通っています。J PREPは作文(ライティング)と書き取り
(クイズセンテンス)、そして多様な先生がいる点で最も優れていると思います。まず作
文ですが、テーマを決める際にワークシートを使って、自分が書きたいテーマで長い
エッセイが書けるのか、どういった結論を書くのか、早い内に考えることができます。
ファーストドラフト（英作文の草稿）ではクラスメイトに、セカンドドラフトでは先生に作
文を見てもらうのですが、他の人に見てもらうことにより自分が気付けなかったミスも
指摘してもらえます。次に書き取りについてですが、その週に習う重要な文法が使わ
れている英文を先生が読み、それを生徒が書き取るというものです。この学習の良い
ところは、文法を書き取ることで覚え、細かいところまで聞ける(最後にsがついている
かなど)ようになり、しっかりと話し手の言いたい事を理解できるところです。最後に、J 
PREPにはいろいろな国のネイティブの先生がいます。イギリス人やアメリカ人の先生
はもちろん、ロシアやアフリカなど、様々な国の先生の英語を聞くことになります。する
と、それぞれの国で異なるアクセントにも対応できるようになります。
（暁星中学校2年  ES450在籍）

色々なアプローチで英語力を伸ばしてくれる

インターナショナルスクールでは学べなかったことを補える

　私は小学５、６年生の時ニューヨークに短期留学をし、その時身につけ
た英語を忘れる前に使いたいと思っていました。そんな時にJ PREPを薦めら
れました。J PREPのディスカッションは分からない単語があれば先生が気軽
に教えてくれて先生も一緒にディスカッションに参加します。まさに「プチ留
学」みたいな体験ができます。クラスメイトともすぐに仲良くなれ、運が良けれ
ば同じ学校の人も！ 一緒に新しい事、新しいことばに挑戦する事は来ることが
楽しみになる一つの理由でもあります。そんな塾 J PREP以外には絶対なし！！
（慶應義塾湘南藤沢中等部１年　ES150在籍）

「プチ留学」みたいな体験ができる

英語への不安がなくなり、ディスカッションが楽しくなった

　中学一年生からJ PREPに入塾しました。J PREPにはスピーキング力や発音能力を
伸ばす音声課題があり、このような発音を鍛える授業は他の塾にはなく、またネイティブ
の先生による授業も、更に発音能力を高められると思います。日本人の先生の授業では
詳しい文法の解説があり、習っていない文法でも簡単に理解する事ができます。
（渋谷教育学園渋谷中学校3年　ES350在籍）

スピーキング力を徹底的に鍛えられるスピーキング力を徹底的に鍛えられる

　同じクラス内でも、学年が違ったり、親の転勤で海外に行っていた生徒な
どがいるため、発音の良さやコミュニケーション能力に差があり、自分のク
ラスの身近な人たちのことを目標にすることができます。また、ネイティブの
先生の授業では自己紹介ゲームでお互いの意見を出し合うことが多いため、
「近くに住んでる！」「同じ年齢だったんだ！」とほかの生徒と触れ合う機会が多
く、ちょっとしたことですぐに仲良くなれるのがとても良いと思いました。
（立教女学院中学校3年  ES310在籍）

身近なクラスメイトを目標に、仲間と学べる環境がある

色々なアプローチで英語力を伸ばしてくれる

　私は中学生になってから J PREP に入りました。J PREP の一回目の授業
でディスカッションを恐れていた私に、ネイティブの先生は話す機会を与え
てくれました。また、積極的なクラスの雰囲気に驚きました。今ではクラス
の雰囲気に慣れて、自分の意見を発表するときも、間違ったことも言ってい
いんだ、ということが分かり、自分に自信がつきました。また普段の授業で
は、文法とディスカッションが分かれているので、新しく習った表現をディス
カッションで使ったりすることもできるので、役に立ちます。
（桜蔭中学校１年　ES350在籍）

積極的な雰囲気の中で自分に自信がついた






