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英語教育関係者

小学校英語指導者認定協議会(J-SHINE)
上智大学言語教育研究センター

共
催主

催
公益財団法人 日本英語検定協会

西南学院大学言語教育センター

～日本の英語教育が変わる時～

情報交換会 18時～20時（会費制）

現在、日本の英語教育は歴史上かつてないスピードで、小中高大そして企業を巻き込んでの一体改革が進行中である。
本セミナーは英語教育における官学の代表者より、広くわかりやすく、その展望を発信する。

対象者

上智大学 四谷キャンパス
10号館講堂

東　京

日

2016年1 31
大阪・梅田 貸会議室
ティーオージー

大　阪

日

2016年2 14
西南学院大学
西南コミュニティーセンター
1階ホール

福　岡

土

2016年2 20

13時30分～17時30分
時間

会場 会場 会場

東京

文部科学省後
援

福岡

※このシンポジウムは終了しています



プログラム

受付開始 ※パネル用質問票配布

休憩 （15分） ※パネル用質問票回収

公益財団法人 日本英語検定協会　理事長 松川孝一

「高大接続改革の方向性について」　
文部科学省大臣官房審議官（高大接続・初等中等教育局担当） 伯井 美徳氏 （30分）

「英語教育及び大学入試改革の方向性について」
上智大学特任教授 言語教育研究センター長　吉田 研作氏 （30分）

モデレーター：特定非営利活動法人 教育支援協会 代表理事　吉田 博彦氏

パネリスト   ：文部科学省大臣官房審議官　伯井 美徳氏
　　　　　　 上智大学特任教授 言語教育研究センター長　吉田 研作氏
　　　　　　 早稲田大学 文学学術院教授　安藤 文人氏
　　　　　　 東京都教育庁 指導部国際教育推進担当課長　 瀧沢 佳宏氏
　　　　　　 公益財団法人 日本英語検定協会 教育事業部長　塩崎 修健

情報交換会（会費1,000円）※上智大学内を予定

主催者挨拶

講演①

講演②

「大学が考える英語4技能化と入試改革」
早稲田大学 文学学術院教授　安藤 文人氏 （15分）

講演③

13：30 ～

14：30 ～

14：35 ～

15：05 ～

15：35 ～

15：50 ～

18：00 ～ 20：00

パネルディスカッション（80分）

上智大学 四谷キャンパス 10号館講堂
〒102 -8554　東京都千代田区紀尾井町7-1

JR中央線、東京メトロ丸ノ内線・南北線 /
四ッ谷駅 麹町口・赤坂口から徒歩5分

会場 アクセス

～日本の英語教育が変わる時～

東京会場

16：10 ～



～日本の英語教育が変わる時～

大阪・梅田 貸会議室ティーオージー
〒530 -0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 -1700 大阪駅前第3ビル17階

JR大阪駅・梅田駅 / 徒歩4分

会場 アクセス

プログラム

受付開始 ※パネル用質問票配布

休憩 （15分） ※パネル用質問票回収

公益財団法人 日本英語検定協会 常務理事　戸田 朋宏

「高大接続改革の方向性について」
文部科学省大臣官房審議官（高大接続・初等中等教育局担当） 伯井 美徳氏 （30分）

「英語教育及び大学入試改革の方向性について」
上智大学特任教授 言語教育研究センター長　吉田 研作氏 （30分）

モデレーター：特定非営利活動法人 教育支援協会 代表理事　吉田 博彦氏

パネリスト   ：文部科学省大臣官房審議官　伯井 美徳氏
　　　　　　 上智大学特任教授 言語教育研究センター長　吉田 研作氏
　　　　　　 早稲田大学 文学学術院教授　安藤 文人氏
　　　　　　 大阪府教育センター カリキュラム開発部長　蛭田 勲氏
　　　　　　 公益財団法人 日本英語検定協会 教育事業部長　塩崎 修健

情報交換会（会費1,000円）

主催者挨拶

講演①

講演②

「大学が考える英語4技能化と入試改革」
早稲田大学 文学学術院教授　安藤 文人氏 （15分）

講演③

13：30 ～

14：30 ～

14：35 ～

15：05 ～

15：35 ～

15：50 ～

16：10 ～

18：00 ～ 20：00

パネルディスカッション（80分）

大阪会場



情報交換会（会費1,000円）18：00 ～ 20：00

プログラム

受付開始 ※パネル用質問票配布

休憩 （15分） ※パネル用質問票回収

公益財団法人 日本英語検定協会 常務理事　戸田 朋宏

「高大接続改革の方向性について」
文部科学省大臣官房審議官（高大接続・初等中等教育局担当） 伯井 美徳氏 （30分）

モデレーター：特定非営利活動法人 教育支援協会 代表理事　吉田 博彦氏
パネリスト   ：文部科学省大臣官房審議官　伯井 美徳氏
　　　　　　 上智大学 言語教育研究センター教授　藤田 保氏
　　　　　　 西南学院大学 文学部外国語学科英語専攻教授　伊藤 彰浩氏
　　　　　　 明海大学 外国語学部教授（教職課程担当）　高野 敬三氏 
　　　　　　 公益財団法人 日本英語検定協会 教育事業部長　塩崎 修健

主催者挨拶

講演①

講演②

「西南学院大学における英語教育の取組：入試・授業・国際交流」
西南学院大学 文学部外国語学科英語専攻教授　伊藤 彰浩氏 （15分）講演③

13：30 ～

14：30 ～

14：35 ～

15：05 ～

15：35 ～

15：50 ～

16：10 ～

パネルディスカッション（80分）

～日本の英語教育が変わる時～

福岡会場

福岡 Yahoo！
JAPANドーム

大濠公園舞鶴幼稚園●
早緑子供の園　

西南コミュニティーセンター

●福岡タワー

●福岡ソフトリサーチパーク

●中国総領事館 ●大韓民国総領事館

百道ランプ

至姪浜
修猷館

高等学校 西新

別府荒江 六本松
桜坂 薬院大通 薬院駅

薬院城南線地下鉄七隈線

藤崎 地下鉄空港線

唐人町

赤坂 天神

　西鉄福岡（天神）駅 天神南

渡辺通

大濠公園 至箱崎

福岡市博物館

西新小学校●

●

●

● ●

福岡都市高速1号線

西南学院小学校

西南学院大学●

西南学院中学校
高等学校

会場 アクセス

西南学院大学
西南コミュニティーセンター1階ホール
〒814 -8511　福岡県福岡市早良区西新6-2-92

福岡市営地下鉄 / 西新駅 1番出口から徒歩5分

「英語教育及び大学入試改革の方向性について」
上智大学 言語教育研究センター教授　藤田 保氏 （30分）
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