
     

高校教師のための春期英語教育セミナー【東京】

『新学習指導要領をふまえた授業指導Ⅲ』
『“海外大学進学”というキャリアパスを考える』

3/28金 10:00 ～17:00

日本英語教育研究会（NEKK）
公益財団法人 日本英語検定協会
全国英語教育研究団体連合会（全英連）

日本英語教育研究会（NEKK ／事務局：日本外国語専門学校）は、1987 年に発足以来、中学・高校の英語科教員を対象に、国内・海外において英語
教授法セミナーを開催してまいりました。近年においては、公益財団法人日本英語検定協会との共催で、高等学校の英語教育・進路指導現場に密着した
様々なテーマを取り上げ、毎回多数の先生方にご参加いただいております。
今回のセミナーは、「これからの英語教育」「グローバル人材の育成に応える進路指導のあり方」に焦点を当てた内容で実施いたします。

『新学習指導要領をふまえた授業指導Ⅲ』では、導入 1 年を迎える高等学校新学習指導要領に基づいた授業指導の実践として、岐阜県立東濃実業高等学校 
亀谷みゆき先生をお迎えし、英語教授法ワークショップを開催いたします。また『“ 海外大学進学 ” というキャリアパスを考える』では、英国国際文化
交流機関であるブリティッシュ・カウンシル駐日代表より、英国留学についてご紹介いたします。あわせて、正規留学パイオニア校としての実績を
踏まえ、日本外国語専門学校から「海外大学正規留学」への取り組みをご案内いたします。
いずれのプログラムも、新年度を迎えるにあたり有意義な研修になるものと確信しております。多くの先生方のご参加をお待ちしております。

NEKK ご挨拶

英検協会ご挨拶

事務局：学校法人

開催のお知らせ

英検実施団体「日本英語検定協会」後援のもと、高校生を対象とした『高校生のための英検対策セミナー』も開催致します。
英語の公的実力証明であり、ますます受験者数が増える傾向のある英検への合格対策として、英検指導では長年の経験と定評を
持つ日本外国語専門学校教官が直接指導に当たる対策セミナーです。英検合格を目指す高校生に、総仕上げのレッスンを致します。

3 月 23 日㊐・28 日㊎　10:00 ～ 15:00
※ 2 日とも同内容です。いずれかの日程でご参加ください。

各級 500 円（教材費実費）※当日受付にてお支払いください。
日本外国語専門学校（高田馬場新館）〒 161-0033　東京都新宿区下落合 1-5-16

■ 日　　　　　時

■ 受　講　費　用
■ 会　　　　　場

日本外国語
高田馬場新館

セミナー会場

JR 山手線／東京メトロ東西線／西武新宿線
高田馬場駅 早稲田口より　徒歩 3 分

〒 161-0033　東京都新宿区下落合 1-5-16
TEL 03-3365-6141（代表）
URL http://www.jcfl .ac.jp　携帯 http://jcfl .jp/

高校生のための英検対策セミナー

英 検

日本外国語専門学校　高田馬場新館

開催日

会 場

主 催

共 催
後 援

お知らせ

●職業理解＆仕事体験　●語学力向上　●進路研究　…etc.　詳細は同封のご案内をご覧ください。

会場案内図

学校法人

交通機関
公益財団法人日本英語検定協会（英検）は「英語教育の向上と英語能力の適切な測定」を使命として 1963 年に創立され、長年にわたり日本の英語教育
の振興に力を注いで参りました。その問題や実施運営は、国内のみならず海外においても年々高く評価され、国内での中高大学入試はもちろん、米国を
中心とした海外大学で留学のための語学試験としても活用されております。
さて、平成 23 年度から小学校で英語活動が必修化され、また 24 年度には中学校で週 3 時間から 4 時間に英語授業数が増え、25 年度からは高校で
新しい学習指導要領が導入されました。小学校ではコミュニケーション能力の素地を、中学校では基礎を、高校では育成を目的としており、今回の改定で
英語コミュニケーション能力の習得ということで、小中高がつながりました。特にここ数年、授業指導について学ぼうとする先生方が増え、英語教育や
指導に関するセミナーなどに積極的に参加されています。英検でもそのような先生方の声に応え、セミナーを各地で開催しております。
NEKK と共催するこのセミナーを行い 4 年になりますが、今回も先生方にとって有意義なものとなりますことを願っております。
多数の先生方のご参加をお待ちしております。

■参加対象 高等学校英語または進路指導御担当の先生方

■日　　時 平成 26 年    3月 28日㊎
10:00 ～ 17:00　

『新学習指導要領をふまえた授業指導Ⅲ』
『“ 海外大学進学 ” というキャリアパスを考える』

■会　　場 日本外国語専門学校（高田馬場新館）　〒 161-0033　東京都新宿区下落合 1-5-16

実 施 要 項

準1級入門2級準2級3級

春期
オープン
キャンパス

進路研究スプリングスペシャル 3/22土23㊐26氺29土

※このセミナーは終了しています
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プログラムスケジュール
受付開始

開会　主催者・共催者挨拶
平野　公美子	 日本英語教育研究会　日本外国語専門学校　理事
古畑　儀行	 公益財団法人	日本英語検定協会	カスタマーサービス部	カスタマーサービス課	課長

グローバル人材育成のための「正規留学」の価値を考える

昼食・自由見学　　※ JCFL 校舎見学をご希望の方はご案内いたします

英国留学セミナー
オープニングスピーチ「英国留学を語る」
　講師：ジェフ・ストリーター 氏（ブリティッシュ・カウンシル 駐日代表）

■英国留学基礎知識 ―	語学留学・大学学部留学
　講師：トム・メイーズ 氏（ブリティッシュ・カウンシル 教育部 プロジェクト・マネージャー）
■「IELTS」について
　講師：安田 智恵 氏（ブリティッシュ・カウンシル 試験部長）

情報交換会 /英国留学個別相談会

講師プロフィール

平成元年に岐阜県立高等学校英語科教諭として着任。益田南高等学校、関高等学校、可児高等学校を経
て現在、東濃実業高等学校に勤務。平成 24 年度より岐阜県高教研英語部会事務局長。文部科学省「高等
学校学習指導要領解説外国語編・英語編」作成協力者、国立教育政策研究所「評価規準、評価方法等の
工夫改善に関する調査研究　高等学校外国語」協力者、文部科学省「新学習指導要領に対応した外国語活
動及び外国語科の授業実践映像資料」協力者等。現在「学習指導要領にもとづく授業の創造」をテーマに
全国各地で講演活動を実施。

▪ 英語教授法ワークショップ ― 学習指導要領にもとづく授業の創造

亀谷 みゆき  先生
岐阜県立東濃実業高等学校 教諭

▪ 英国留学セミナー
●英国留学を語る		●英国留学基礎知識	―	語学留学・大学学部留学		●「IELTS」について

共催：公益財団法人 日本英語検定協会
後援：全国英語教育研究団体連合会（全英連）

英語教授法ワークショップ
学習指導要領にもとづく授業の創造
　講師：亀谷 みゆき先生（岐阜県立東濃実業高等学校 教諭）

高校教師のための春期英語教育セミナー【東京】 英 検

閉会

主催：日本英語教育研究会 　事務局：学校法人 日本外国語専門学校

『新学習指導要領をふまえた授業指導Ⅲ』『“海外大学進学”というキャリアパスを考える』

アメリカ・カナダ正規留学 
　講師：三枝 良子（日本外国語専門学校 教育部 海外留学科マネジャー）

イギリス・オーストラリア正規留学 
　講師：藤原 大祐（日本外国語専門学校 教育部 海外留学科専任教員）

海外留学科在校生スピーチ “ 留学を通して実現したいこと ” 
　岡村 夢佳（アメリカ・カナダ留学コース  ニューヨーク州立大学プラッツバーグ校留学予定／神奈川県立上溝南高校出身）
　齋藤 大騎（アメリカ・カナダ留学コース  セントラル・オクラハマ大学留学予定／東京都帝京高校出身）
　大場 美緒（アメリカ・カナダ留学コース  セントラル・オクラハマ大学留学予定／神奈川県日本大学藤沢高校出身）
　角田 早織（イギリス留学コース  サセックス大学留学予定／埼玉県立浦和西高校出身）
　和田 菜摘（イギリス留学コース  サセックス大学留学予定／東京都立国分寺高校出身）

　田村 萌香（オーストラリア留学コース  サンシャインコースト大学留学予定／神奈川県立相模原青陵高校出身）

上智大学卒業。米国コロンビア大学ティー
チャーズカレッジ（東京校）にて英語教授法
修士課程を修了。英検1級、TOEFL640点、
TOEIC950点、TOEIC SWテスト満点（400
点）取得。正規留学パイオニア校の海外留
学科アメリカ・カナダ留学コースで米国大
学に向けた単位移籍科目も担当。

▪ グローバル人材育成のための「正規留学」の価値を考える

各講師へのご質問を事前に受付いたします。
同封の参加申込書（フォームA）裏面の所定欄
にご記入の上、お申し込みください。

トム・メイーズ 氏
ブリティッシュ・カウンシル 
教育部 プロジェクト・マネージャー（教育・推進）

安田 智恵 氏
ブリティッシュ・カウンシル 
試験部長

ジェフ・ストリーター 氏
ブリティッシュ・カウンシル 
駐日代表

＊終了後、情報交換会にて英国留学相談コーナーを設け、個別にご質問・ご相談に応じます。ご参加ください。

高校在学時の短期留学や、卒業後の本格的な留学についての英国の取り組み、その魅力についてお話します。また、留学をするため
の基本的な知識・情報から大学学部進学に必要な「IELTS」テストについても紹介します。

《イギリス・オーストラリア正規留学》

藤原 大祐
日本外国語専門学校 教育部 海外留学科
イギリス・オーストラリア各留学コース主任

ロンドン大学大学院修士課程修了（開発
学）。世界各地でフィールドワークを行い、
翻訳や英語教授にも携わる。現在は海外
留学科イギリス、オーストラリア各コース
でIELTS対策、スタディ・スキルズ、英文
法等を担当。丁寧な添削と解説、ライティ
ング指導にも定評がある。

《アメリカ・カナダ正規留学》

三枝 良子
日本外国語専門学校 教育部 
海外留学科マネジャー

高校教師のための「英検準1級特別セミナー」開催
新学習指導要領の導入や、「英語力向上のための 5 つの提言」を受けた文部科学省の取り組みを踏まえ、高校教員の英検
取得を支援するセミナーを開講いたします。プログラム詳細は追ってご案内いたします。ぜひご参加ください。

8/7木
10 :30 ～ 17:00 
受 講 料  2,000 円

次回
予告

高校教師のための夏期英語教育セミナー【東京】




