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・日程 ①,②の内容は同じです。いずれか１つをお選びください。
・発音ブートキャンプのテキストは講習当日に配布します。

講座スケジュール

自由が丘校

２号館

第１セッション　 第２セッション　 第３セッション　

講習期間中も通常授業がございます。
授業開始 30 分前から入室できます。
原則、全ての講座は予習必須です（発音ブートキャンプ、Academic Writing 1, 2 を除く）。
東大・難関大学対策講座、超長文対策講座は 13:30‒16:30（3時間）の授業となります。
英検対策講座のみ最終日（4日目）は 14:00‒17:00（3時間）となります。

第２セッション中　

14:00‒16:30 ２時間30分 × ４日間 ２時間30分 × ４日間 ２時間30分 × ４日間 14:00‒16:30

14:00‒16:30
２時間30分 

14:00‒16:30

本館J PLAZA

実施場所

吉祥寺校

実施場所

本館J PLAZA
実施場所

28（火） （火）

J PREP では下記日程で夏期講習を開講いたします。今年度は昨今

の状況により、当初予定しておりました規模を縮小しての実施と

なります。そのため講座数や開講講座が例年と異なりますこと、

何卒ご了承ください。

キャッチアップ講座は各コース文法事項を中心にキャッチアップ

を行います。特別講座は発音キャンプ、英検２級講座、英検準２

級講座、英検３級講座、Academic Writing 1, 2、Discussion & 

Presentation を実施いたします。また、国内難関大学対策講座は

この時期に必須の内容を厳選した講座を開講いたします。
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本講座では、授業内で英検形式の問題を使用して演習を行い、英語の総合力を高めます。３級まで
に身につけた基礎力をもとに、応用的な表現や能力を習得します。リーディングパートでは文法力・
語彙力・読解力を鍛えます。ライティングパート、リスニングパートは実践演習を行います。スピー
キングパートはネイティブ講師を交えて実際の面接訓練を行います。

本講座では、授業内で英検形式の問題を使用して演習を行い、英語の総合力を高めます。リーディ

ングパートでは英検以外の試験にも応用できるように、本質的な英文の読み方を解説すると同時に、

文法力・語彙力も鍛えていきます。ライティングパート、リスニングパートは実践演習を行います。

スピーキングパートはネイティブ講師を交えて実際の面接訓練を行います。

英検準 2 級対策 

英検 2 級対策

対象：Level 1
            Level 2

対象：Level 2
             Level 3

 [ 2 時間 30 分 ]

本講座では、授業内で英検形式の問題を使用して演習を行い、試験形式に慣れ、受験テクニックを
おさえるとともに、中学校必修の文法項目を補完し、英語の総合力を高めていきます。リーディン
グパートでは文法力・語彙力・読解力を鍛えます。ライティングパート、リスニングパートでは実
践演習を行います。スピーキングパートはネイティブ講師を交えて実際の面接訓練を行います。

英検３級対策 

対象：Level 1

英検準 2級取得を目指す中学生以上のみ受講できます。
最終日のみ３時間（14:00‒17:00）となります。

 既に英検準２級を取得している中学生以上のみ受講できます。
 最終日のみ３時間（14:00‒17:00）となります。

最終日のみ３時間（14:00‒17:00）となります
※  教材費が別途必要です

本講座は、各コース Term A‒B で使用した教材を使用し、文法事項を中心にキャッチアップを行い
ます。途中入塾された方、休塾されていた方が主な対象となりますが、Term A の内容をしっかり復
習したい生徒も是非受講してみてください。

※ Level 1 のみ、Term A の教材をお持ちでない場合、教材をご購入いただく必要がございます。お申
し込みの際は「ES〇〇キャッチアップ講座（Term A 教材購入）」を選択してください。教材費はコー
スによって異なりますのでお問い合わせください。

各コース
キャッチアップ講座

対象：

※  教材費が別途必要です。

※  教材費が別途必要です。

発音ブートキャンプ
アルファベットの正確な読み方とフォニックスの初歩を徹底的に習得します。ローマ字発音に決別し、

通じる英語を学ぶ第一歩を記します。初めて見る単語でも、ある程度正確に発音できるように工夫しま

す。発音だけでなくリスニング、リーディングにも効果を発揮します。また、発音記号や日常の発音練

習方法も習得します。  

対象： 途中入塾の生徒

1日完結

特別講座

１日完結 特別講座

キャッチアップ講座

夏期講習 2020  講座概要

   　本講座は春期講習で開講した「発音ブートキャンプ」と同じ内容です。
※ 左記日程の①,② は同一の内容です。いずれかをお選びください。
※ 中学２年生以上の方はなるべく②をお申し込みください。
※ 発音ブートキャンプのテキストは講習会当日に配布します。
※ J PREP Kids からの移行者は受講不要です。

① 8/5（水）,     ② 8/6（木）

14:00‒16:30
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ES110,  ES120,  ES150
ES200,  ES210
ES220,  ES250
ES350

ES110 キャッチアップ講座 ES120 キャッチアップ講座 ES150 キャッチアップ講座

ES220/250 キャッチアップ講座ES200/210 キャッチアップ講座 ES350 キャッチアップ講座

年度途中に入塾した方、今まで受講したことのない方はぜひ受講してください。

※ 今年度の夏期講習では英検準 1級対策講座、英検小学生向けクラスは開講いたしません。

※ 自由が丘校、吉祥寺校在籍生も渋谷校で受講してください。

渋谷校のみ開講



本講座は、英文エッセイの根幹である Paragraph writing の基礎固めをするキャッチアップ 講座です。

Paragraph 構成の基本をはじめ、主旨を明確に伝えるためのトピックセンテンスの提示方法、つなぎ

言葉を用いた論理展開等を学びます。また、品詞の使い分け・接続詞の言い換え等の学習も交え、

使いこなせる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・フィー

ドバック、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

れます。またその過程で校正記号など、J PREP で必要とされる Writing のルールも一通り学習でき

ます。特に途中入塾の生徒は奮って受講してください。

東大をはじめとする難関大の英語を用いて、解答・読解プロセスを客観的に確認できる講座です。

長文読解に必要な前段階である語法・文法・構造分析の力を「英文解釈道場 ―英文和訳 50 題完成―」

で高め、この講座でそれらを応用しながら論理的な情報処理能力を身につけましょう。300 語以上

の中・長文を扱い、文章のテーマ、それに連なる論理展開を意識する訓練をし、長文読解スキルを

磨きます。「英語を読む」段階から「英語で読む」世界へ、一歩を踏み出しましょう。

Academic Writing �

対象： ES220, ES250 に途中入塾
              した生徒、または Level 3
　　　の生徒

長文読解入門
―感覚から論理へ―

対象： 　高校１年 , 高校２年

対象：　高校１年 , 高校２年

本講座では、難関大学の入試問題を利用して、英文解釈問題の解き方について詳しく学びます。お

よそ50 題の短文解釈問題を通じてあらゆる英文の文構造に習熟し、「構造が分からないため和訳で

きない」という文を無くすことを目標とします。講座受講後は、どのような入試和訳問題に対しても、

構造を把握して和訳の糸口を掴むことができるようになるでしょう。習得した英文解釈力をより長

い文章に応用するために、併せて「長文読解入門―感覚から論理へ―」の受講を推奨します。

英文解釈道場
―英文和訳50 題完成―

本講座では、来年の入試で東大・早慶・医学部を始めとする難関大学を受験する生徒に、文法・英作文・

和訳・長文読解の重要ポイントを徹底的に指導することを目指しています。授業内演習と宿題を組

み合わせ、圧倒的な演習量を達成します。入試で頻出の全範囲を４日間で一気に確認することで、

知識が有機的に結びついていきます。毎年、生徒満足度の高い人気講座になっています。

東大・難関大学
対策講座

対象：　EA670,  EA680,  EA690

本講座では、1000 語を超える英文を読むことに主眼を置いています。長文を一気に読み、把握でき

るだけの知識と感覚を養う、読解専門の講座です。４日間で約 10000 語を講師と一緒に読み切りま

す。全ての英文について解説を行います。現在の入試では、読む英文量がますます増えており、慶

應 SFC を始め、東大や早稲田大学でも数千語を短時間のうちに処理することが要求されています。

この４日間で、普段の授業では触れられないほどの英文量を経験することで、長い英文を一気に読

み、論理展開・中心テーマを把握する感覚が養われます。

超長文対策講座

対象：　EA670,  EA680,  EA690

※Academic Writing 1 のテキストは講習当日に配布します。

※Academic Writing 2 のテキストは講習当日に配布します。

This course will focus on summary writing and critical analysis, the most important aspects of 
college-level 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.

Academic Writing �

対象： ES450
             EA570
             EA580

In this series, students will learn how to present their ideas and speak in front of groups.  
They will also watch famous speakers and learn about how to develop their presentation 
skills. There will be a balance of 4 skills – reading, writing, speaking, and listening. Students 
will have a chance to learn how to present about a topic as well as discuss with their peers.

English Discussion
/Presentation
対象： Level 3
            Level 4
            Level 5

ネイティブ
講師が
担当します

ネイティブ
講師が
担当します

13:30‒16:30　3 時間授業

13:30‒16:30　3 時間授業

国内難関大学対策講座

3

※体系的な文法理解と英文解釈に自信のない生徒は「英文解釈道場」「超長文対策講座」を受講してください。

難易度： ★★★★★☆☆☆☆☆

難易度： ★★★★★★★☆☆☆

難易度： ★★★★★★★★★★

難易度： ★★★★★★★★☆☆



✉

Portal「季節講習」にてお申し込みください。先着順にて受け付けますので、定員に達した場合はお申し込みをお断りする場合が
ございます。ご了承ください。受付期間内はご自身で Portal にて何度でもお申し込み内容を変更することができます。

お申し込みに関する注意点

● 夏期講習は J PREP 在籍生徒のみ対象です。外部生の方は受講できません。何卒ご了承ください。

● 所属校にかかわらず、渋谷・自由が丘・吉祥寺いずれの校舎でも受講できます。ご都合の良い日程をお選びください。

● 同名の講座は同じ内容です。ご都合の良いセッションをお選びください。複数の異なる講座を受講することも可能です。

● お申し込み講座が適正レベルでないと判断した場合、受講をお断りすることもございます。ご了承ください。

● 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いただけます。

　 控え室では食事休憩をとることもできます。

● 発音ブートキャンプ、Academic Writing1, 2 を除く全ての講座は予習必須です。予習をしていない場合、授業を受け

ることができません。あらかじめご了承ください。

● ７月１５日以降のキャンセルは、如何なる場合も一切お受けすることができません。
　 ご返金対応等もいたしかねます。何卒ご了承ください。 

● 受付期間内のお申し込み内容の変更は、Portal にてお手続きください。

● ７月１５日以降、他のセッションに変更希望の場合は席に空きがございましたら受け付けいたします。

● 振替は受け付けできません。ご都合の悪い日は欠席となりますことご了承ください。 
　 お申し出いただければ欠席日の解答を事務局にてお渡しいたします。

テキストは講習の１週間
前までにご自宅へ郵送い
たします。

※ 発音ブートキャンプと
Academic Writing 1, 2 のみ、
講習当日にテキストを配
布します。

お申し込み後、自動で
お申し込み完了のメー
ルをお送りいたします。

お申し込み内容に間違
いがないかご確認くだ
さい。

お申し込み方法 受付期間 ６月 20日（正午） ～７月 14日

受講料
お申し込み後、通常受講料と共に
ご請求申し上げます。

Term A 開始直後からのオンライン授業移
行にもかかわらず続けてくださった皆様
へ、私共の感謝の気持ちと致しまして、
今年度夏期講習ではささやかではござい
ますが各講座一律 10,000 円、発音ブート
キャンプは 3,000 円の割引を適用させてい
ただきます。

・1講座あたり（発音ブートキャンプ・英検対策以外）

・英検 3級対策
・英検準２級対策
・英検２級対策

・発音ブートキャンプ

25,000 円
25,000 円
25,000 円
25,000 円
9,000 円  

   -    ※
900 円
900 円
1,200 円
         -  

お申し込みに関する

お問い合わせ 050-6861-5155 
juku@jprep.jp

J PREP 斉藤塾 （代表） 12:00-21:00
14:00-21:00
9:30-17:30

月～木 ,土
金
日

※金曜日はスタッフ研修のため受付開始
時間が 14 時からとなります。

お電話の受付時間 …

J Portal にログイン後、「マイコー
ス」→「Connect」→「連 絡 手 続」
の順に選択します。

次に、「季節講習」を選択すると、
お申し込み画面が表示されます。 お申し込み画面で残席

もご確認いただけます。

事前にご一読いただき、あらかじめご了承の上お申し込みくださいますようお願い申し上げます。

授業料（外税）開講講座 別途教材費（外税）

（教材費込み）

（教材費込み）

キャンセル・振替について

割引のご案内

4

※ Level 1 のみ、Term A の教材をお持ちでない場合別途教材費がかかります。
　 コースによって異なります。お問い合わせください。


