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その先の、未来へ 
『留学準備講座』 

いつからでも受講開始できます 
 

ゆずれない 
 サッカーも、勉強も 



          

   9 ヶ⽉から１年で 

英語本試験突破 

実践⼒養成期間 

応⽤⼒養成期間 

基礎⼒徹底期間 

キックオフ！キックオフ！キックオフ！キックオフ！    

総復習 
中学英語

標準英語 

実践英語
英検 2 級以上レベル 

英検 3 級〜準 2 級レベル 

⼀般教養 
様々な教養講座もご⽤意︕ 

受講開始から９か⽉〜 

受講開始から３〜９か月 

受講開始から１〜３か月

正しい学習法による勉強の習慣を身に着
け基礎学力を徹底する 

過去問を解き、本試験をイメージしなが
ら学習を進め、苦手をつぶしていく 

高校卒業レベルの英文法と単語力を学習
し多様な問題への対応力を身につける 

「日本国憲法」「合衆国憲法」 

「日本の宗教」「世界の宗教」 

「世界の中の日本」「時事問題」

「思考・表現」「人間関係論」 

「米国留学の基礎知識」ほか 

レベルに合わせた、臨場感あるライブ授業も開催！

会員価格でご参加いただけます！ 

ZOOM 面談による学習カウンセ
リングにより、様々な不安が解消
できます 

英語以外もユニークな講座が多数︕ 

他の英語塾との併⽤も、ご検討頂けます 



英語講義の一例 

 

【基礎英語】英検４級から３級レベル 

徹底的に中学英語の総復習を行う講座です。文法問題を、

「なんとなく」や「雰囲気」で解いていませんか？基礎を徹

底することが点数を飛躍的に上げる近道となります。「英語

が得意だ！」という方も、本格的な英語演習に入る前に、必

ず「基礎英語・ウイニングフィニッシュ」は終わらせて頂き

ます。「知っている」「簡単」「意味あるの？」なんて思わ

ずに、きちんと取り組んで下さい。 

【Essential Grammar 講座】英検３級から準２級レベル 

英語を話すには、自分で単語をスピーディーに組み立てな

がら英文に仕上げる力が必要です。その際、丸暗記した英

文法を引き出しながら英語を作り上げるのは、非効率！ 

そこで、「なぜ」につっこんだ文法解説を行います。文構

造の根本を理解することで、自信を持って英語を組み立て

られるようになるでしょう。洋書のテキストを使い、英語

脳を養います。【ライブ授業での演習解説あり】  

 

【標準英語】英検２級レベル 

「基礎英語・ウイニングフィニッシュ」を終えてから、受講

して頂きます。高校で学習する英文法の総まとめになり、学

習単元ごとに章が分かれているため、苦手の箇所を復習す

るにも便利な講座です。日本の大学入試レベルの問題もた

くさん出題されています。授業終盤の「Hide 先生のワンポイ

ントレッスン」が人気となっており、シリーズ化も検討して

います。 

【INTERMEDIATE GRAMMAR 講座】 

『標準英語』が終わったら、または平行して取り組むこと

ができる講座です。基礎固めの最終講座と位置付けてお

り、「スピーキング力が上がる 英文法」と同様、洋書の

テキストを使うことで、英語を英語で理解する「英語脳」

を鍛えます。また、実用的な例文を数多くこなすことによ

り、文法への理解を深めることを目的としています。 

【ライブ授業での演習解説あり】  

 

【実践英会話】 

英検や TOEFL、IELTS、duolingo など、主流な英語のテストに

はスピーキングの項目が入っています。そして、特に日本人

はスピーキングの点数に伸び悩むと言われています。「英語

を話せるようなりたい」という想いは、英語を勉強する人に

は共通の目標ではないでしょうか。なかなか身に着けるこ

とが出来ないスピーキング力。発音のポイントや発声方法、

音の法則など、分かりやすく解説します。 



【ながら ENGLISH】 

いつでもどこでも英語脳を鍛える！ジョギングしながら、

筋トレをしながら、通学しながら！ラジオ感覚で聴き流し

ができる講座です。講師の留学体験から実際にあった英語

にまつわる失敗談や苦労話もシェア。何かしながら、英語

を口ずさめる気軽な英文や、英語上達のコツもご紹介。時

間を無駄なく使え、英語学習へのモチベーションを高い位

置でキープできます！  

 

【日常英会話・便利なフレーズ】 

「おしゃれな英語がしゃべりたい！」「カッコイースラング

を知りたい！」「映画やドラマみたいな、素敵な日常会話を

してみたい！」英語を学ぶ身の方は、程度の差こそあれ、そ

の様なあこがれは、あるのではないでしょうか？この講座

は、「日常的に使う便利フレーズ」を焦点を置き、毎日英語

に触れることができるように、平日は毎日ＵＰされます。年

間２５０フレーズ以上！ぜひ毎日手帳に記し、すべて暗記

してください！  
【duolingo 試験対策】    

TOEFL、英検、IELTS に並び、近年注目されている英語試験

「duolingo」 自宅で受けられる気軽さと、TOEFL よりも安

価で、しかも約 1時間ほどで終わる手軽さがうけ、受験者

数も増加の一途をたどっています。この講座では、duolingo

の概要をとらえ、必要な四技能をより効果的に伸ばすべ

く、duolingo 試験に特化した対策講座です。duolingo を受け

たことがない方はもちろん、受験経験があり、点数が伸び

悩んでいる方は、ぜひお役立てください。 
 

 

【実践ＴＯＥＦＬ講座】 

「基礎英語」「標準英語」「Essential Grammar 講座」

「Intermediate Gramma 講座」の、４つの講座終了後に受講

する講座です。実際に TOEFL の過去問を解きながら、出題

の傾向や解法のテクニックなどを解説いたします。TOEFL

に特化した対策講座ですが、duolingo や IELTS 受験者にも有

益な講座です。この他、「標準 TOEFL 講座」もございます。

基礎や応用力をより強固なものにしたい方は、先に「標準

TOEFL 講座」をご受講ください。 

【ライブ授業での演習解説あり】 
【アカデミック英文ライティング】 

英語のライティングには、「ルール」とも言えるテクニッ

クがあります。単語を覚え、文法も表現方法も学習したの

に、「ライティングが苦手だ」という方は、実に多い。多

くの留学生は、留学初日にライティングテストが課せられ

ます。トピックを与えられ、「３０分以内に２００単語以

上で書きなさい」と言われ、きちんと組み立てることが出

来るでしょうか？今のうちにライティングのテクニック

を身に着けておきましょう。 
 



一般教養の一例 

 
「やってはいけない勉強法！」、自習に役立つ目からうろこ

の勉強法をご紹介！ 

 

アメリカ留学の全体像を確認！出発前に知っておきたいア

レコレを、解説します。 

 
「周囲と信頼しあえる関係を築き、その関係を継続できるこ

と」そして、「理想的なリーダーとはなにか？」をまなぶ 

 

アメリカ合衆国の歴史における、重要な出来事や概念を理

解するための講義です 

 

憲法改正の議論を耳にする昨今、自分が改憲派・護憲派と分

かれる前に、きちんと憲法を学び、憲法を知ろう 

 

日本を含め、諸外国の憲法に大きな影響を与えている合衆

国憲法の、全体像をとらえることを目的とした講義です 

 

お互いを尊重し、他者を敬う、寛容性の高い日本独特の宗教

観。日本書紀、神道、仏教を学び、日本人のルーツを知る 

 

経済大国、世界の中心、軍事大国というイメージのアメリカ

だが、「宗教大国」でもあることを理解しよう 



 

【数学 総まとめ】 

英語本試験を突破された方は、「基礎数学」「標準数学」の

動画講義をお受けください。留学には、英語力の他、数学力

も不可欠です。渡米前に、基礎固めをしておきましょう。 

ライブ授業（別途料金） 
会員様向けに、定期的にライブ授業を開催します会員様向けに、定期的にライブ授業を開催します会員様向けに、定期的にライブ授業を開催します会員様向けに、定期的にライブ授業を開催します    

臨場感臨場感臨場感臨場感はもちろん、その場で回答や質問ができる双方向はもちろん、その場で回答や質問ができる双方向はもちろん、その場で回答や質問ができる双方向はもちろん、その場で回答や質問ができる双方向授業授業授業授業が魅力！が魅力！が魅力！が魅力！    

ライブ授業講座の一例 

 

【基礎・標準・実践・特訓】 

アウトプット！アウトプット！アウトプット！ 

講義を受けただけで、「分かった気」になっていませんか？

学習した内容を、「アウトプット」できなければ、きちんと

「理解した」とは言えません。受講した講義内容をもとに、

たくさんの演習問題を課題として取り組んでいただきま

す。ライブ授業では、その「解説」を行います。「英語力」

という自身の背骨を、太く、強くする講座です。 

【一般教養：思考・表現】 

「あなたはどう思いますか？」「これについて意見がある人

は？」「日本ではどうですか？」アメリカでは、「自分の意

見を述べる」場が非常に多くあります。そして、授業中に指

されたら、「Quick Response」といわれ、一般的に「２秒以内

に答える」ことが求められます。普段から考える習慣をつけ

ることはもちろん、「キーアイディア」を持ち、発言のフォ

ーマットを作っておくことが大切です。  

 

【数学 プレイスメントテスト対策】 

入学後に受験する数学のテスト。このテストは入学の可否

を問うテストではなく、「どれぐらいの学力があるか」を

判別するテストです。カレッジによって、Accuplacer Test、

TSI、ALEKSなど、実施されるテストは様々です。日本の高

校では学ばない分野からも出題されるため、きちんとした

対策が必要です。日本の学校では習わない箇所もカバーし

ます。本講座受講前に、「基礎数学」「標準数学」は必ず受

講しておいてください。 

ライブ授業のライブ授業のライブ授業のライブ授業の日程や日程や日程や日程や講義内容は、メールマガジンや会員専用「マイページ」にて、ご案内いたします講義内容は、メールマガジンや会員専用「マイページ」にて、ご案内いたします講義内容は、メールマガジンや会員専用「マイページ」にて、ご案内いたします講義内容は、メールマガジンや会員専用「マイページ」にて、ご案内いたします    
授業内容は予告なく変更される場合がございます。 

レベル、目的、目標、ご予算に合わせたプライベートレッスンもご用意しておりますレベル、目的、目標、ご予算に合わせたプライベートレッスンもご用意しておりますレベル、目的、目標、ご予算に合わせたプライベートレッスンもご用意しておりますレベル、目的、目標、ご予算に合わせたプライベートレッスンもご用意しております    



使用教材について 
 

留学準備講座の授業は下記の教材を使用し、別途教材費が発生いたします。下記の教材につい

て、ご確認ください。 

教材費 2021 年 5 月 1 日現在 

講座名 教材名 教材費（税込み） 

基礎英語 

 

「ウイニングフィニッシュ」英語 

好学出版 

2,200 円 

標準英語 「高校 ハイスコア 英文法」 

中央教育研究所 

1,870 円 

 合計合計合計合計    4444,,,,070707070000 円円円円    

上記、基礎英語と標準英語の教材は、学習塾及び私立学校の専売教材のため、一般書店では購

入ができません。入会時に AJ インターナショナルアカデミーより、お送りいたします。上記 2

冊のテキストは、基礎固めに必要不可欠の為、必ずご購入頂きます。また、価格改定により上記

記載額と実費が異なる場合は、実費にてご請求させて頂きます。ご請求書は同封させて頂きま

す（別途送料）。 

Essential Grammar 講座、Intermediate Grammar 講座、実践 TOEFL 講座の授業は、下

記の洋書テキストを使用いたします。AJ インターナショナルアカデミーでは、基礎英語、標準

英語と合わせ、合計 5 冊のセット販売のみ、となりますのでご承知おきください。（※12 ヶ月一

括納入の方は、基礎英語と標準英語のテキストは無料となります。次頁「募集要項」参照）。なお、ご請求

書は送料（８００円前後）と合わせ、同梱させて頂きます。 

洋書教材は、ご自身で書店やインターネットなどでご購入することも可能です。ばら売りをご

希望の方は、ご自身でお手配ください。またその場合は、必ず入会時に「洋書教材不要」とお知

らせください。似た教材が多くございます。必ず ISBN 番号をご確認ください。 

Essential Grammar 「Essential Grammar In USE」 

Cambridge University Press 

参考価格 

3,865 円 

ISBNISBNISBNISBN    978978978978----1107480537110748053711074805371107480537     Amazon で確認 https://amzn.to/3wf5Q49 
Intermediate 

Grammar 

Grammar In USE Intermediate 

Cambridge University Press 

参考価格 

4,442 円 

ISBNISBNISBNISBN    978978978978----1108617611110861761111086176111108617611     Amazon で確認 https://amzn.to/3fpXAZA 
実践 TOEFL  「 Preparation Course for the TOEFL Test Paper 

Test」Pearson Japan 

参考価格 

5,420 円 

ISBNISBNISBNISBN    978978978978----0131847187013184718701318471870131847187     Amazon で確認  https://amzn.to/2RBGuio 
価格改定や為替変動により上記記載額と実費が異なる場合は、実費にてご請求させて頂きます 

    

    

    



1 年間継続受講者特典！    

    

「留学中「留学中「留学中「留学中((((最大最大最大最大 3333 年間年間年間年間))))」も、」も、」も、」も、全全全全ての講義動画をての講義動画をての講義動画をての講義動画を継続して継続して継続して継続して視聴できます視聴できます視聴できます視聴できます    

「留学中特別「留学中特別「留学中特別「留学中特別講座講座講座講座」も、追加費用無しで受講できます」も、追加費用無しで受講できます」も、追加費用無しで受講できます」も、追加費用無しで受講できます    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

募集要項    
・受講開始日 ：いつでも開始できます（教材がお手元に届くまで、約１週間かかります） 

・受講期間 ：１か月以上１２か月まで  

※１２か月連続して受講された方は、プラス 3 年間（合計 4 年）視聴可 

・受講方法  ：インターネット環境の整っている場所で、スマホ、PC、タブレットなどで 

・入会金     ：WithYou 選手は無料 

・受講料   ：月々12,800 円（税込み） （90 分ライブ授業別途） 

  ：12 ヶ月一括納入の方は、基礎英語・標準英語のテキストが無料 

 

お申し込みは、株式会社 WithYou まで 

【株式会社 AJ】 神奈川県横浜市中区太田町 6-82 4F 

留学中に有益な講座の⼀例 

数学プレイスメントテスト
試験対策講座

基礎数学・標準数学
関数電卓の使い方講座

成績に直結︕
アカデミックライティング講座

早めの準備万全対策を
パーソナルステイトメント講座

追加費⽤・無 留学中講座 

二年制カレッジから四年制大学への進学に必要二年制カレッジから四年制大学への進学に必要二年制カレッジから四年制大学への進学に必要二年制カレッジから四年制大学への進学に必要なななな、パーソナルス、パーソナルス、パーソナルス、パーソナルス

テイトメントテイトメントテイトメントテイトメント。。。。トップ校合格トップ校合格トップ校合格トップ校合格エッセーエッセーエッセーエッセーをもとにした、必見講座！をもとにした、必見講座！をもとにした、必見講座！をもとにした、必見講座！ 

委託教育機関 AJ インターナショナルアカデミー 


