J PREP 夏期講習 2017
J PREP では下記の日程にて夏期講習を開講いたします。英文法講座は Term A, B で習った文法の復習および秋以降の文法学習
の先取りになります。レベルに応じて重要な文法事項を絞り込んで徹底的に学習しますので、当該事項だけでなく英文法全般に対
して自信がつきます。特別講座は English Discussion、Reading、プログラミング、Academic Writing 講座を行います。奮ってご
参加下さい。

外部生で受講希望の方は、ウェブフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S80085527/ より説明会にお申し込み下さい。事務局より開
催日程をご案内いたします。
なお、先着順で受け付けますので、定員に達した場合はお断りする場合がございます。何卒ご了承下さい。

受講料

時間

1 科目あたり 2 万 5 千円（外税）

1 日 2.5 時間（14:00-16:30）× 4 ⽇間（⽕曜〜⾦曜）完結

お申し込み後、ご請求申し上げます。

詳しい日程は P.1 をご覧下さい。
※講習期間中も通常授業がございます。

●自由が丘校・渋谷校ともに開講する講座（夏期講習から新規入塾する生徒はキャッチ・アップのため受講して下さい。）

J PREP 式英語 4 技能基礎（主な対象コース：ES110, 120）自由が丘校・渋谷校
本講座では、J PREP 式 4 技能学習法で本物の英語力を鍛えます。普段の授業同様、映像・音声教材を用いて「話す」「書く」
「聴く」「読む」技能を満遍なく習得します。普段の授業の 1 か月分に相当する内容を網羅します。集中的に技能を高めたい
生徒、特に途中入塾の生徒は奮って受講して下さい。

英文法 A

※４技能基礎講座のテキストは講習当日に配布します。

（主な対象コース：ES150, 210）

自由が丘校・渋谷校

本講座では、時制に関する考え方を多くの問題を用いて習得します。普段の授業では Cambridge や Random House
の教材を使用しますが、本講座ではオリジナル教材を用いて時制を完全マスターします。日本語とは異なる時制の概念を理解
することで英文法への苦手意識を払拭することができます。奮って受講して下さい。

英文法 B

（主な対象コース：ES250, 310）

自由が丘校・渋谷校

本講座では、文型、分詞、間接疑問文、名詞節、話法を中心に重要項目を厳選して解説します。普段の授業で使うオリジナ
ル・ワークブックや Cambridge の問題集とは異なる夏期オリジナル教材を使用します。これら重要項目をマスターすることで
英作文力、読解力、スピーキング力が格段に上達します。奮って受講して下さい。

英文法 C

（主な対象コース：ES350, 450）

自由が丘校・渋谷校

本講座では、準動詞、比較、動詞、助動詞、接続詞、関係詞の英文法最重要項目を徹底的に訓練します。真面目に取り組むこ
とで最難関大学入試を突破する実力が涵養されます。奮って受講して下さい。

コアカリキュラム（英語４技能基礎・英文法）スケジュール
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●自由が丘校のみで開講する講座

（渋谷校在籍生は自由が丘校で受講して下さい）

Academic Writing 1（対象: ES250 に途中入塾する生徒、または ES210,310 の生徒）
本講座は、英文エッセイの根幹である Paragraph Writing の基礎固めをする Catch-Up 講座です。
主旨を明確に伝えるためのトピックセンテンスの提示・つなぎ言葉を用いた論理展開など、段落構
成の基本を学習しながら、品詞の使い分け・接続詞の言い換え等、使いこなせる英語構文の幅を広
げます。授業は In-class writing を中心に、担当講師による添削・Feedback、さらに書き直し、と演
習を繰り返します。授業は比較的少人数でのセミナー形式で行われ、添削は翌日すぐに返却されま
す。またその過程で校正記号や英文タイプの体裁など、J PREP での Writing で必要とされるシス
テムも一通り学習できます。特に途中入塾の生徒は奮って受講して下さい。

Academic Writing 2〈ネイティブ講師が担当〉（対象コース：ES450,580）
This course will focus on summary writing and critical analysis, the most important aspects of collegelevel writing. Students will practice writing clear summaries, developing convincing counterarguments,
and quoting and paraphrasing effectively. This class will exercise your creativity while teaching you
practical techniques that will make your writing stronger and clearer. Because of the small class size
students will have ample time with the instructor and receive extensive feedback.

English Discussion〈ネイティブ講師が担当〉（主な対象コース：ES450, 580）
In this course, students will hone their critical-thinking skills and engage in intellectual discussions
covering a range of social issues. Participants are expected to prepare for each class by watching
stimulating speeches by Professor Sandel, Bill Gates, and others, and be ready to share their thoughts
and opinions with the group.

上級英文法

（主な対象コース：ES580, 670）

本講座では、東大、早慶上智等の入試問題を念頭に置いて、英文法の知識を総復習します。履修済
みの方は上級英文解釈を受講して下さい。入試問題を熟知するベテラン講師が担当します。

上級英文解釈

（主な対象コース：ES580, 670）

本講座では、東大等難関大学の入試問題を意識して、英文の読み方・訳し方を伝授します。履修済
みの方は上級英文法を受講して下さい。入試問題を熟知するベテラン講師が担当します。

Reading Literature in English

〈ネイティブ講師が担当〉

（主な対象コース：ES450, 580,670,680）
In this course, students will read the classic science-fiction text The Time Machine by the visionary
British author H.G. Wells. Participants will explore the narrative themes and broader context of the
novel while sharpening their reading skills. Once students have finished reading the book they will
also have the opportunity to compare it to the 1960's movie adaptation.

3

高 3 東大・難関大学対策講座

（主な対象コース：ES680, 670）

本講座では、過去問を利⽤して⼊試攻略の秘訣を伝授します。受験指導で⻑年の経験を有する講師
が担当します。奮って受講して下さい。

高 3 医学部対策講座

（主な対象コース：ES680, 670）

本講座では、過去問を利用して入試攻略の秘訣を伝授します。医学部入試指導でベテランの講師が
担当します。奮って受講して下さい。

高 3 超⻑⽂対策講座

（主な対象コース：ES680, 670）

本講座では、東⼤・医学部等難関⼤学⼊試で問われる超⻑⽂読解の技法を伝授します。昨年受講し
た先輩たちの多くが東大、一橋、東工大、医学部、早慶上智等に合格を果たしました。昨年度同
様、ベテラン講師が担当します。奮って受講して下さい。

高 3 東大・難関大学国語小論文対策講座

（主な対象コース：ES680, 670）

本講座では、東大・難関大学入試で問われる国語小論文問題解法の神髄を伝授します。思考力育
成、論理力養成に力点を置きます。関連するディスカッションも行いますので面接対策にもなりま
す。受験指導で⻑年の経験を有する講師が担当します。奮って受講して下さい。

●渋谷校のみで開講する講座

（自由が丘校在籍生は渋谷校で受講して下さい）

コンピュータ・プログラミング

（主な対象コース：ES310,350,450,580）

本講座では、現代人必須技能であるプログラミングの基礎を学習します。情報化社会に対応するた
めだけでなく、その思考法は、英語と同様に分野を問わず役立ちます。本講座では、各受講者に一
台ずつ PC が貸与され実際にプログラムを書いてもらう実践形式を取ります。プログラミングに関
する事前知識は必要ありません。基本構文（プログラミング言語の文法）、アルゴリズムとデータ
構造を学びながら付随する問題を解くプログラムを書いていきます。自分で書いたプログラムは講
座後も参照可能であり、今後どのように自分でプログラミングを学習していけばいいのかも講義し
ます。事前にタイピングの練習をして講習に参加して下さい。次のようなインターネットサイトを
利用することをお勧めします。→インターネットでタイピング練習: https://www.e-typing.ne.jp/
※プログラミング講座のテキストは講習当日に配布します。

※6 月 10 日から 6 月 30 日までに専用ウェブフォームでお申し込み下さい。なお、先着順で受け付け
ますので、定員に達した場合はお断りする場合がございます。何卒ご了承下さい。
※お申込み締め切り日（6 月 30 日）以降のキャンセルはいっさい受け付けませんので、ご了承下
さい。尚、他のセッションに変更・振替希望の場合は席に空きがございましたら受付いたします。
※7 月 1 日以降に受講クラス決定のご連絡をいたします。
※テキストは７月 1 日以降、発送準備が整い次第、随時ご自宅に郵送いたします。なお、ES110,120
J PREP 式英語 4 技能基礎講座、プログラミング講座は講習当日にテキストを配布します。
※自由が丘校は新館（4 号館）で実施します。渋谷校は 1 号館で実施します。
※講習期間中も通常授業がございます。講習の後、通常授業がある方は生徒控え室でお待ち頂けます。通常授業が平日の方は、14：00 か
ら 20：30 まで塾にいることになります。お弁当のご用意をお願いします。
※8 月 12 ⽇（⼟）〜8 月 18 日（金）の期間は通常授業・事務取扱をお休みさせていただきます。
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