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My name is Jotham Kittos, but you can call me Jo. I am from the 
UK and I am the head teacher and English conversation teacher 
here at Aya Juku. I have been living in Japan for over 10 years 
and teaching English since 15 year ago. As well as an English 
teacher, I have also been a math teacher and ICT teacher in the 
UK. Education is very important to me. Not only  what you learn, 
but also how you learn. In Japan, “Eikaiwa” has a reputation for 
being fun and playing gamesand sometimes people think  it isn′t 
serious. I believe if students enjoy a subject, they will learn much 
easier. At Aya Juku, we createa relaxed atmosphere where 
students can enjoy studying English and all subjects hard! 
Also, I believe education should be available to everyone. 
That is why our prices are very  competitive and we have never 
had any entrance fee, materials fee, or any other extra costs. 
If you want to join our classes it´s easy to. But don′t wait around, 
because our classes fill up quick.

文塾　塾長　Jotham Kittos

文塾の塾長　ジョーサムキトスです。ジョーと呼んでください。

　私はイギリス出身で 10 年以上日本に住んでいます。英会話

講師としての経験は 15 年以上あります。イギリスでは数学・

ICT の教師としての経験もあります。

　教育はとても大切だち思います。そして教育は誰もが受けら

れるものだと思っています。私は生徒たちが楽しみながら学ぶ

ことでより効果的に学ぶことができると信じています。文塾で

はアットホームな雰囲気の中でひとりひとりの個性を活かしな

がら楽しく勉強することができます。

入会費・教材費・その他特別費は頂きません。

誰もが気軽に参加でき、共に夢を見つけるため、夢を掴むため、

一生懸命学んでいます。

　さぁ、みなさんも私達に仲間入りしましょう！

いつでもお気軽にご連絡ください！



文塾は・・・

文塾は 1980 年に都留市にできた「英会話」「書道」「学習」を教える塾です。

一期一会を大切にし、卒業後でも気軽に立ち寄れるアットホームな教室です。

卒業した生徒さんが近況報告に気軽に寄ってくれます。そういった繋がりを大切にし、

一人ひとりに対して本気の指導をしていくことで、生徒と生徒の間にそして講師との

信頼関係ができあがっているのが文塾の強みです。

日々の復習を中心とした授業と定期テストと受験に向けた学習で確実なレベルアップ

ができ、自立学習を促すことにより生徒自身で勉強する力を身に付けていくことができ

ます。

「My path , My way , For my future. 

自分の道（今）を、自分のやり方で、自分の未来（道）に向かって努力する人。」

文塾はそんな人を全力でサポートすることを理念に、

『一期一会』　出会いを大切にみんなで支え合い夢に向かって努力しよう！

をモットーにしています。

2009 年　3つを AYA Office and School 創業

2012 年　株式会社Grapes 設立

　　　　  文塾・Grapes 留学設立

2015 年　富士日本語学院設立

2018 年　株式会社 StaTem設立（100％子会社）

2019 年　Fuji-VTK 株式会社設立（33％：ベトナム）

　　　　  Study Garden 合同会社設立（100％子会社）

　　　　  4Mirai 株式会社設立（100％子会社）

2020 年　Trips 株式会社設立（100％子会社）

    　　　  Grapes Khmer E K Co., Ltd 設立（49％：カンボジア）

2002 年　日本語研修事業

　　　　  通訳、留学事業開始

1975 年　G.I.C 設立

1997 年　留学事業開始

1989 年　日本習字加盟

2010 年　芳径・照鳳書道

　　　　  教室に名称変更

統    合

文塾

・学習塾

・英会話

・書道教室

Go Today

・留学事業

国際未来学院

・通信制高等学校（サポート校）

Study Garden 合同会社

会社沿革

Office AYA　沿革 芳径書道教室　沿革Grapes 前身　沿革

教育関連事業

を独立

About us



My path, My way,
小学生勉強クラス【１～６年生】

ひとりひとりに合わせた自学型スタイルです。

勉強の仕方を小学生のうちから身に着けます。

学校の教科書に沿って勉強し苦手なところは、

講師がしっかり分かるまで教えてくれます。

得意なところをぐんぐんのばそう！

勉強って楽しい！

ここが出来るようになったよ！

次の目標決まったよ！

文塾はそんな声であふれています。

２～３人の生徒と先生１人で 90 分休まず

勉強するスタイルです。

「学校の課題目標をしっかり身に着ける事」

が第一目標です。

勿論一人一人の様子を見てその生徒に合った

副教材を準備します。

一冊のノートが一杯になった喜び達成感を感

じさせてあげたいのです。そして次へ。

卒業までに何冊のノートが積めるかな？？

1980 年スタートの「寺子屋学習塾」です。

中学生勉強クラス

オンラインクラス開設しています！



Welcome to 英会話！

★スタッフは英語で対応できます♪★

・ 少人数クラス

・日本人スタッフ常駐

・ アットホーム

幼児

・少人数クラス

・日本人スタッフ常駐

・ アットホーム

・英検

・少人数クラス

・受験 , 留学準備

・高度な英会話

・ プライベートクラス

・ アフタヌーン英会話

・ グループクラス

高校生

小中学生

大人

EnglishJo
毎年満員御礼 Jo 先生の英会話クラス
平日午後 3時～ 10 時まで毎日開講し
ています。活きている英語に楽しく
ふれあい、自然に英語を話せる空間

与えられたテーマで英文を作ります。何度も練習するため、
発音や、英単語、表現力が身に付きます。
人前で発表をする事は大変。緊張と恥ずかしさを感じます。
でもやり遂げることで、自信がつき、もっと話せるように
なりたいとなります。
発表会を通し、親子ともプレゼンテーションの楽しさ・大
切さを学びます。

 
 
 

The Aya Juku Speech Contest 
 

Congratula�ons to  

_________________ 

 For successfully par�cipa�ng in the 

Speech Contest and being awarded 

 

GOLD 
 

by Aya Juku in February 2020 
 

____________   ____________ 
Head Judge     Head Teacher 

 
 
 
This cer�ficate awards the par�cipant 15% discounted tui�on from any of Go Today’s study abroad trips 

英語スピーチコンテスト

For my future 
★★



英検試験会場

①高校入試・・・高校入試でかなり有利になります。
②大学入試・・・単位認定制度を導入している大学では、大学の
　　　　　　　　英語の単位として認められます。
③就職　　・・・英検３級から履歴書に記入でき、自身のアピール
　　　　　　　　ができます。

『文塾は英検の試験会場です !』
英検受験のメリット

認定

英検には受験資格や年齢制限がありません。自分の英語力を知るための良い機会になります！
文塾では

小学生卒業まで英検３級取得、中学卒業までに英検 2級取得
に向けた独自のカリキュラムを取り入れています。

サマースクール in フィリピン (2018 & 2019 実施 )

・マンツーマンスタイルの授業〔毎日5時間シッカリ勉強できます。〕
・完全に個別指導なのでレベルアップ間違いなし！
・ドミトリー(寮)の生活は初めての体験。社会勉強の第一歩。
・グループクラスではのびのびと。友達と一緒に声を出してストレス発散。
・南国でのアクティビティは最高！　新しい自分に出会えるかも。

沢山の提携先から小中高校生やグループスタディーに特化した提携校に夏合宿！

日本の学校の夏課題も完全サポートだから安心AYAの夏期講習は世界で !

2020 年以降は夏期講習、冬期講習、春期講習
の開催やオーストラリア、カナダなど行先も
拡大していく予定！
※授業内容は学校毎異なります。

Seminars in the World



書道教室・かきかた教室
「静」の空間があまりにも少ない現在。「静」の大切さをまず知りましょう。

文塾では「静かに支度、静かに書く、静かに待つ、静かに挨拶」心静かに

過ごす時間を大切にしたいと思っています。

「日本習字」に加盟している 50 年以上続いている教室です。落ち着いた時間

の素晴らしさを生徒さんに知ってほしいと願っています。

会社概要

代表社員　小林　健太
創立　：　2019 年 10 月 2 日
事業　：　学習塾などの運営・留学斡旋業・通信課程高校のサポート校
住所　：　山梨県都留市四日市場 89-6
TEL　：　0554-56-8080
メール：　info@study-graden.com
主要取引先
・日本航空高等学校　　　　　　　　・こころ未来高等学校　　　　　　　
・信州スポーツ医療福祉専門学校　　・その他各国語学学校（約 200 校）

 会社名：Study Garden 合同会社 文塾 Go Today 国際未来学院

◆傘下企業◆

4 Mirai 株式会社   ・・・・・・・・・・・・・日本語研修センター

Study Garden 合同会社   ・・・・・・・・・・学習塾 / 通信制高校 / 留学紹介

株式会社 StaTem  ・・・・・・・・・・・・・有料職業紹介 / 縫製業

TRIPS 株式会社・・・・・・・・・・・・・・宿泊業 / 観光業 / 飲食業

◆海外支社◆

Fuji -VTK 国際発展株式会社・・・・・・・・ベトナム送り出し機関／日本語学校

Grapes Khmer EK Co., Ltd・・・・・・・・・カンボジア送り出し機関／日本語学校

◆海外教育連携校◆

BIG ONE OVERSEA MANPOWER CO., LTD.  ・・・タイ送り出し機関／日本語学校

【KSS】LPK Karya Semesta Sejahtera ・ ・・・インドネシア送り出し機関／日本語学校

株式会社Grapes HD



文塾
Study Garden 合同会社
〒402-0005 山梨県都留市四日市場 89-6
TEL:0554-56-8080
HP:http://aya-juku.com/
Mail:info@aya-juku.com


