小学校で英語を担当されている先生！
中学・高校・大学で英語教育を担任されている先生！
新作映画を使った楽しい英語授業に興味ありませんか?

京都

3.1
2014

第３回映画英語アカデミー賞発表式

午前・午後とも、非会員も無料参加いただけます！
但し、入場には入場整理番号の事前申込が必要です！
FAX 、郵送、パソコンか携帯メールで申込ください!

参加無料

映画英語フェスティバル

同志社大学
地下鉄「今出川」駅から徒歩1分
京阪「出町柳」駅から徒歩20分
バス「烏丸今出川」から徒歩3分

申込方法は本文｢フェスティバル参加申込｣と｢氏名｣を info@academyme.org までメール発信で入場整理番号を返信､無料で先着800名ご招待｡
13:00～14:00

ハーディーホール

9:30～12:00

ハーディーホール

映画英語アカデミー学会第２回全国大会と

特別講演

ハーディーホール 16:00～18:15

米大統領と映画

新作映画ブルーレイ上映会①

リンカーン
監督：スティーヴン・スピルバーグ
出演： ダニエル・デイ＝ルイス
サリー・フィールド
第85回アカデミー賞で作品賞を
含む12部門でノミネートされ、主演
男優賞とアカデミー美術賞を受賞。
電報打ちとのやりとりや賛成・
反対の議会での議論場面は大変
参考になる名セリフが多い。

新作映画ブルーレイ上映会②

村田晃嗣先生 （同志社大学学長）

ライフ・オブ・パイ

今回は同志社大学の学長村田先生に特別講演をご快諾いただきました。

監督： アン・リー
原作： 『パイの物語』
出演： スラージ・シャルマ
第85回アカデミー賞で11部門ノ
ミネートされ、監督賞、作曲賞、撮
影賞、視覚効果賞の最多4部門を
受賞した。
英米人の英語とは違うが、基本
文型や命令形で短く、平易。

先生は大変な映画好きでも有名ですが、米国大統領と映画の関係は深いものが
あります。先生は著書の中で第43代大統領J.W.ブッシュが『トップガン』を意識して
いた ことを指摘され、また『バック・トゥ・ザ・フューチャー』で1950年にたどり着いた
高校生（M.J.フォックス）が西部劇広告に出ていた映画俳優レーガンが将来大統領に
なると告げると、「それじゃ、副大統領は誰だ？ ジェリー・ルイスか？」とからかわれる場面を紹介しています。
当日は『米大統領と映画』と題し、専攻のアメリカ外交・政治学の立場から講演していただきます。
講師紹介：寶壺貴之（岐阜聖徳学園大学短期大学部)
15:00～16:00

ハーディーホール

記念講演

映画スターとの交遊録 戸田奈津子

先生 (字幕翻訳家)

記念講演は映画英語アカデミー学会顧問で字幕翻訳家の戸田奈津子先生です。
先生は『地獄の黙示録』（映画公開：日本1980年）の日本語字幕製作で、フランシ
ス・コッポラ監督から指名されて以来、映画字幕の第一人者としてよく知られています。
トム・クルーズさんやハリソン・フォードさんが何かの都合で来日されると必ずと言っ
ていいほど、傍らに先生が通訳で寄り添います。
当日は『映画スターとの交遊録』と題し、先生秘蔵の記念写真を使用しながら、京都では、滅多に聞くことので
きない多くの映画スターとのこぼれ話をタップリお話いただきます。
司会：高瀬文広（福岡医療短期大学)
ハーディホール 14:00～15:00

小学生部門
シュガー・ラッシュ

ファーストポジション

フランケンウィニー

ディズニー映画なのでスラン
グがなく、簡単な単語を使用し
ているにもかかわらず、捻りあ
る台詞表現が豊富です。全体
的に分かりやすい標準的アメリ
カ英語で学習に最適です。
発売元::ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
発売月:2013年7月

世界各国の子供たちが、英
語を用いての自己紹介や、自
分の夢を語る場面が多く、「聴
く」「話す」練習に最適でしょ
う。フランス語、スペイン語、ヘブ
ライ語もでてきます。
発売元:日本コロムビア
発売月:2013年6月

さすがティムバートン。映像も
素晴らしくストーリーも小学生に
ぴったり。小学生レベルのサイ
エンス英語も学べます。ペットと
の心の交流、自分にも起こって
ほしい奇跡です。
発売元::ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
発売月:2013年4月

ノミネート映画DVD
白雪姫と鏡の女王

世界に一つのﾌﾟﾚｲﾌﾞｯｸ

リンカーン

使用されている英語が高校２
年生までに学習しているもので
理解が可能である。
筋自体も視聴者が周知のも
のを土台としている。舞踏会や
エステなどに笑いが誘われる。
発売元:ギャガ
発売月:2013年3月

親子、男女の何気ない会話
のセリフのひとつひとつが、味わ
い深い作品です。心に傷を負っ
た男女が、人生に希望の光を取
り戻そうとする様子が、笑いと
感動で描かれます。
発売元:ギャガ
発売月:2013年8月

史上の人物を的確にとらえて
おり、ダニエル・デイ・ルイスの
名演技とも相まって見事な出来
であり、リンカーンが残した数々
の名言を紹介するなど、教材と
しても活用範囲は広い。
発売元:20世紀ﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
発売月:2013年9月

映画英語アカデミー賞とは、
全国の英語教師が、毎年発売される新作映画DVDを対象に
英語を学ぶ小・中・高・大学生に向けて、
教材的価値を評価し、特薦する "映画賞"です。
本年度の各部門は厳選された左右のノミネート映画の中から、
学会会員の投票によって選ばれます。
名
主
日
会

第２回全国大会と京都映画英語フェスティバル
映画英語アカデミー学会
2014年3月1日(土) 9:30～12:00 13:00～18:15 懇親会18:30～
http://www.doshisha.ac.jp/kambaikan/
同志社大学 寒梅館
京都市上京区烏丸通上立売下ル御所八幡町103
参
加 「入場整理番号」があれば、午前・午後共に、一般参加できます。
申し込み ホームページ http://www.academyme.org/ から

中学生部門

称
催
時
場

ノミネート映画DVD
アルゴﾞ

高校生部門

第３回映画英語アカデミー賞発表式

ノミネート映画DVD

アイアンマン 3

講師紹介：曽根田憲三（相模女子大学)

ライフ-オブ-パイ

ご 招 待
参 加 費

大学生部門
ノミネート映画DVD

京都映画英語フェスティバル

または

華麗なるギャツビー

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾎﾃﾙで会いましょう もうひとりのｼｪｸｽﾋﾟｱ

先着800名様「入場整理番号」付メール返送でご招待します。
映画英語フェスティバルと全国大会への参加ともに無料です。
学会への入会希望者は、受付にて年会費3,000円が必要です。
懇親会への参加費は 4,200円 （事前申込が必要です）

「映画シナリオ」参加者プレゼント
参加者全員に「名作映画シナリオ」からお好きなタイトルを１冊無料プレゼント（賛助会社協賛）
今やアメコミヒーローの人気
者となったアイアンマンの第３作
目です。
アクションシーンが多いため，
短い会話のやりとりも多く，中学
生にも十分理解できます。
発売元::ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
発売月:2013年9月

アカデミー作品賞受賞のこの
作品は，アメリカ大使館人質事
件の実話です。難しいと思われ
がちですが,中学生にも理解で
きる英語は多く，現代史の学習
にもなります。
発売元:ワーナー・ホーム・ビデオ
発売月:2013年9月

一頭のトラとの227日に及ぶ
漂流生活を余儀なくされたパイ
の幻想的な物語です。
追想形式での部分は，比較的
易しい英語になっており，学習
教材に適しています。
発売元:20世紀ﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
発売月:2013年6月

明瞭でゆっくりした台詞は聞
き 取 り 易 く 聴 解 教 材 と し て最
適。豪華絢爛な映像を通じ、移
民制限やアメリカの夢の追求者
が対峙する状況など1920年代
の時代背景も学べる。
発売元:ワーナー・ホーム・ビデオ
発売月:2013年10月

異文化・人種・階級問題は議
論に、聴き易い英語は聴解にも
最適。インド英語を通し、意思
疎通手段としての英語も意識さ
せられる。年配者のユーモアあ
る表現も会話の参考に。
発売元:20世紀ﾌｫｯｸｽﾎｰﾑｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
発売月:2013年8月

英語史・英米文学史的に重
要な時代の文化・社会・歴史的
背景も学べる。 Shakespeare
縁の表現を学んだり、劇中劇中
台詞の暗唱を行ったり、多様で
活気ある授業運営が可能に。
発売元:ファントム・フィルム
発売月:2013年6月

- - - - - - - - - - - - 詳しくは学会ホームページ http://www.academyme.org/ をご覧下さい - - - - - - - - - - - -

本学会は最新映画DVDを英語教材として研究・利用する小中高大の教師や学習者、これを支援する産学協同の学会です！
寒梅館（地下A会議室）

10:00～12:00

第２回全国大会

映画英語アカデミー学会の第２回全国大会です｡11:40～12:00会員総会では会則・支部会則・映画英語アカデミー賞を選出する運営細則を改訂します｡
また、10:00からは『映画を使用した英語授業』をテーマとした、実際の授業をワークショップ仕立て、小学校から大学までのモデル授業です。
授業実践報告には非会員の方も参加できます。生徒達の学習意欲が変わる楽しい映画英語授業の神髄を体験いただけます！
会場は寒梅館（地下 A 会議室）。
10:00～10:25

10:25～10:50

10:50～11:15

11:15～11:40

映画英語モデル授業

映画英語モデル授業

映画英語モデル授業

小学校英語授業

中学校英語授業

小学校外国語活動における
映画活用の可能性

文法知識を言語使用の能力へ

高等学校英語授業

大学英語授業

映画のセリフでリスニング学習

英語学習者への動機付け

映画スターになりきって
人を元気づける言葉を身につける

学会リスニング・シートを使用して
映画のセリフを聞き取る授業を実施!

英語学習における映画の１台詞
１場面が持つ影響力を探る

コミュニケーションの意欲を育てる
映像教材として

発表者

西 薫

発表者

RonCrosby(岐阜聖徳学園大学外国語学部)

映画英語モデル授業

(岐阜県羽島市立中央小学校)
発表者

能勢英明(大阪市立本庄中学校)

発表者

井上雅紀(愛知淑徳中学校・高等学校)

発表者

網野千代美(中部学院大学)

映画英語アカデミー学会（会長：曽根田憲三。副会長：吉田豊、寶壺貴之、鈴木雅夫。専務理事:宮本節子、高瀬文広、子安惠子、松葉明、井上雅紀、安田優、他７名。理事：２４名。事務局長：鈴木誠。事務局：〒464-0025、名古屋市千種区桜ヶ丘292 スクリーンプレイ内

TEL:052-789-0975）

