主催

第

8回

TEAP

参加費

無料
（情報交換会参加者は
会費1,000円）

連絡協議会
英語 4 技能評価への転換期
大学入学共通テストはどうなりますか
目的

大学入試の改革を進めてきた大学様の取り組みを中心に、TEAP連絡協議会加盟大学様
及び英語教育・入試ご担当者様と広く情報共有させていただく機会を提供します。

対象

1

TEAP連絡協議会所属56大学の教職員様

3

2

大学英語教育又は入試ご担当者様

4

高等学校進路指導及び英語教員様
その他英語教育関係者様
（定員に達した場合は①→④の順番を優先）

立教大学

共催

会場

会場

立教大学池袋キャンパス
タッカーホール

大 阪 会場

定員

日 金

お申込はこちら

http://bit.ly/2yikuN0
携帯電話・スマートフォンからもお申込いただけます

日時

日時

月

〜

定員

12 8

14：00
17：30

立命館大学

立命館大学
大阪いばらきキャンパス
B棟1Fカンファレンスホール

（立命館いばらきフューチャープラザ）

※レストランアイビー（池袋キャンパス５号館地下１階）にて
会費制情報交換会

200名 （先着順）

共催

※Ｂ棟１階イベントホールにて会費制情報交換会

100名 （先着順）

12 22
月

日金

お申込はこちら

http://bit.ly/2yi7eIp

携帯電話・スマートフォンからもお申込いただけます

14：00
17：30
〜

東 京 会場

東京会場
プログラム
（予定）
13:30〜

受付

14:00〜14:05（5 分 ）

開会〜共催大学（会場校）挨拶

14:05〜14:25（20 分 ）
14:25〜15：05（40 分 ）
15:05〜15:20

「2017年度TEAP実施報告速報・2018年度にむけて」
塩崎 修健（公益財団法人 日本英語検定協会 教育事業部 部長）

「大学入学共通テストにおける最新の検討状況」
山田 泰造氏（文部科学省高等教育局 大学振興課 大学入試室長）
休憩

15:20〜15:40（20 分 ）
15:40〜16:00（20 分 ）
16:00〜16:20（20 分 ）

「大学入学試験における英語4技能外部試験の活用について」
坂本 二郎氏（金沢大学学長補佐［入試改革担当］）

「4技能テスト利用型入試導入1年目、早稲田大学で何が起きたか」
安藤 文人氏（早稲田大学文学学術院教授）

「英語授業と4技能型テスト〜高校現場の取り組み」
宮田 明子氏（東京都立立川国際中等教育学校副校長）

パネルディスカッション：
「2020年度大学入学共通テスト実施までのロードマップ」

17:30

閉会

18:00〜20:00

情報交換会（会費1,000円） 会場 : レストランアイビー（池袋キャンパス5号館地下1階）

12 8

会場・アクセス

月

日金

立教大学
池袋キャンパス
タッカーホール

14：00
17：30
〜

16:30〜17:30（60 分 ）

モデレーター 松本 茂氏（立教大学経営学部教授・グローバル教育センター長）
パネリスト 山田 泰造氏（文部科学省高等教育局 大学振興課 大学入試室長）
坂本 二郎氏（金沢大学学長補佐［入試改革担当］）
安藤 文人氏（早稲田大学文学学術院教授）
宮田 明子氏（東京都立立川国際中等教育学校副校長）

〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1
アクセス
池袋駅 ●JR各線

タッカーホール

●東京メトロ：丸ノ内線/有楽町線/副都心線
●東武東上線
●西武池袋線
西口より大学正門まで徒歩約7分

要町駅 ●東京メトロ：有楽町線/副都心線

6番出口より大学正門まで徒歩約6分

【 個人情報について】
協議会お申し込みの際にご記入いただく個人情報は、
協議会の円滑な実施および今後の協議会の開催・英語情報のご提供のために

公益財団法人 日本英語検定協会

利用いたします。
また、
これ以外の目的に利用する場合は、
新たに皆さまの同意を得た上で行います。お預かりした個人情報は、
業務

個人情報保護管理者：当協会事務局長

運営に際し、委託先に委託することがあります。お預かりした個人情報は、左記委託先以外の第三者に提供することはありません。
ご本人からの開示、訂正、追加または削除のお申し出については下記窓口までお申し出ください。個人情報の当機構・当協会への
ご提供は、
ご本人の任意ですが、
必要な情報が提供されない場合は、
正しく受付ができない場合もありうることを予めご承知おきください。

お問合せ先

個人情報の取り扱いに関する連絡先窓口： 公益財団法人 日本英語検定協会・総務課

https://uketuke.eiken.or.jp/privacy21/

公益財団法人 日本英語検定協会 第8回 TEAP連絡協議会事務局

support-kokusai@eiken.or.jp

※本セミナーに関しての共催大学へのお問合せはご遠慮ください。

大阪会場
プログラム
（予定）
13:30〜

受付

14:00〜14:05（5 分 ）

開会〜共催大学（会場校）挨拶

14:05〜14:25（20 分 ）
14:25〜15:05（40 分 ）
15:05〜15:20

「2017年度TEAP実施報告速報・2018年度にむけて」
塩崎 修健（公益財団法人 日本英語検定協会 教育事業部 部長）

「大学入学共通テストにおける最新の検討状況」
大塚 千尋氏（文部科学省高等教育局 高等教育企画課（高大接続改革PT）専門官）
休憩

15:20〜15:40（20 分 ）
15:40〜16:00（20 分 ）
16:00〜16:20（20 分 ）

「国立大学での大学入学共通テストと外部検定試験の活用」
（仮）
杉原 敏彦氏（広島大学 入学センター長）

「大学入学共通テストと外部検定試験の活用」
（仮）
米倉 潤氏（立命館大学入学センター入学政策課 課長）

「英語授業と4技能型認定テスト〜高校現場の取り組み」
（仮）
日野田 直彦氏（大阪府立箕面高等学校 校長）

パネルディスカッション：
「2020年度大学入学共通テスト実施までのロードマップ」
パネリスト
16:30〜17:30（60 分 ）

大塚 千尋氏（文部科学省高等教育局 高等教育企画課（高大接続改革PT）専門官）
杉原 敏彦氏（広島大学 入学センター長）
言美 伊知朗氏（立命館大学入学センター 部長）
日野田 直彦氏（大阪府立箕面高等学校 校長）

モデレーター 塩崎 修健（公益財団法人 日本英語検定協会 教育事業部 部長）

閉会

18:00〜20:00

情報交換会（会費1,000円） 会場 : Ｂ棟１階イベントホール

会場・アクセス
南エントランス

12 22
月

JR茨木駅

日金

14：00
17：30
〜

17:30

立命館大学
大阪いばらきキャンパス
B棟1Fカンファレンスホール

（立命館いばらきフューチャープラザ）
〒567-8570
北エントランス
B棟1F
カンファレンスホール

大阪府茨木市岩倉町2-150

アクセス
●

JR「茨木駅」東口から徒歩5分

●

大阪モノレール宇野辺駅から徒歩7分

●

阪急「南茨木駅」
から徒歩10分

◆専用の駐輪場はございません。
自転車、
バイクでのご来場はご遠慮いただきますようお願いします。
ご来場の際は公共交通機関を利用ください。
◆キャンパス内は全面禁煙です。
またキャンパス周辺での喫煙もご遠慮ください。

【 個人情報について】
協議会お申し込みの際にご記入いただく個人情報は、
協議会の円滑な実施および今後の協議会の開催・英語情報のご提供のために

公益財団法人 日本英語検定協会

利用いたします。
また、
これ以外の目的に利用する場合は、
新たに皆さまの同意を得た上で行います。お預かりした個人情報は、
業務

個人情報保護管理者：当協会事務局長

運営に際し、委託先に委託することがあります。お預かりした個人情報は、左記委託先以外の第三者に提供することはありません。
ご本人からの開示、訂正、追加または削除のお申し出については下記窓口までお申し出ください。個人情報の当機構・当協会への
ご提供は、
ご本人の任意ですが、
必要な情報が提供されない場合は、
正しく受付ができない場合もありうることを予めご承知おきください。

お問合せ先

個人情報の取り扱いに関する連絡先窓口： 公益財団法人 日本英語検定協会・総務課

https://uketuke.eiken.or.jp/privacy21/

公益財団法人 日本英語検定協会 第8回 TEAP連絡協議会事務局

support-kokusai@eiken.or.jp

※本セミナーに関しての共催大学へのお問合せはご遠慮ください。

