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授業ではディスカッションと作文演習を通じ、表現力を
身につけるための地道な努力を行っている。
※ Technology Entertainment Design の略で、カナダのバンクーバーで毎年大規模
な講演会を主催している非営利団体。アメリカのニューヨーク市に本部がある。

J PREP卒業生座談会
りますが、論文に関しては、邦訳も

授業はティーム・ティーチング形式で行われ、
英語のみを用い
て積み重ねる練習と、
日本語での補足説明のバランスに注意
して指導している。

医療の現場にもグローバル化の波が押し寄せている。そんな時代の中高生が、
医学部合格にとどまらない本物の英語力を身につけるにはどうすればよいのか。
小中高生を対象とした「Ｊ ＰＲＥＰ斉藤塾」の代表である斉藤淳氏と、同塾の

〈国内難関大学受験コース〉でＴＡ（ティーチング・アシスタント）を務める４人

の東大医学部生、そして、この春、医学部に進学した３人の卒業生が語り合った。
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