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！
映画を使った楽しい英語授業に興味ありませんか?
（15A）

9:30～12:00

第５回全国大会

映画英語アカデミー学会第５回全国大会と

第６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!

授業で使える小･中･高･大･社の映画１００選

テーマ：

映画英語アカデミー学会会員が共著出版した学校分野別の特選映画100選書籍を編著者と共著者が詳しく『研究発表』します。
『研究発表』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、英語授業で使える映画を総合的に一覧していただけます。
会場は1号館＝15A
11:30～12:00 会員総会では活動方針案、予算案等を決定します｡

参加無料

事前申込要

（15A） 10:00～10:30

（15A） 9:30～10:00

中学校

特選映画100選

特選映画100選

名古屋

(金城学院大学)

(名古屋大学)

2017

名古屋駅より地下鉄東山線
「星ヶ丘」まで約18分。
「星ヶ丘」（3番出口）から
徒歩約3分。

（15A） 15:40～17:16

研究発表

社会人

松葉明、他

発表者

発表者

井上雅紀、他

井土康仁･寶壺貴之、他

(名古屋市立大森中学校)

(元愛知淑徳中学校･高等学校)

(藤田保健衛生大学)(岐阜聖徳学園大学短期大学部)

2度ずつのアカデミー賞
を受賞した監督クリント・イ
ーストウッドと名優トム・ハン
クスがタッグを組み、乗員
乗客155人全員が奇跡の生
還を果たした航空機事故
を映画化しました。
豊富な経験と決死の判
断で見事なハドソン川着水
を果たしたサリー機長だが
教育界･法曹界･医療福祉･マスメデ
ィア･芸術･金融･スポーツ･政界･農林
水産･航空宇宙･警察･IT 関連など、業
種別に学習参考となる映画を数編ず
つ特選し、学習ポイントなどを詳しく解
説した研究報告書の発表です。
発表者

杉浦恵美子･梅垣昌子、他
(愛知県立大学) (名古屋外国語大学)

浮かび上がる数々の疑惑。
英雄から一転、機長は行動
の責任を厳しく追及される
ことになります……。機長
は本当に正しかったのか？
航空専門用語からマスコ
ミ会話、諮問会での緊迫し
たやりとりなど、 英語学習
の面からも興味深い映画
です。
●データ●
製作年：2016年
製作国：アメリカ
配給：ワーナー･ブラザース
時間：９６分
DVD ：ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント

網野千代美

リトルプリンス

８歳になる女の子とおじいさ
ん、星の王子さまの３人が主人
公。明確な発音、ゆっくりした
口調 、 また 童話『 星の王子 さ
ま』を３ D 絵本で観れるため授
業には最適です。
発売元:ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント
発売月:2016年3月

映画英語アカデミー賞とは英語教師が選ぶ 英語学習のための"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DVDの中から、
学会会員の投票によって選ばれます。
名

称

第５回全国大会と名古屋映画英語フェスティバル

主

催

映画英語アカデミー学会

日

時

2017年3月11日(土) 9:20～12:00 13:30～18:00

会

場

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

ノミネートDVD
黄金のアデｰレ

グローリー

愛知淑徳大学 星が丘キャンパス http://www.aasa.ac.jp/
名古屋市千種区桜が丘23

参

（岐阜聖徳学園大学）
高校生部門

第６回映画英語アカデミー賞発表式

ホームページ http://www.academyme.org/
または

から

名画の返還を巡る、老婦人と
青年弁護士の実話。丁寧でウィ
ットに富む英語と歴史の重み。
発売元::ギャガ
発売月:2016年5月

オバマ大統領が就任し8年間
支持されたことの重さを実感で
きる映画です。
発売元::ギャガ
発売月:2016年1月

マイ･インターン

70歳になるシニア・インターン
とファッション会社を立ち上げ
た若きＣＥＯの物語。ビジネスか
らファッション界の現代英語を
幅広く学べます。
発売元:ワーナー・ブラザース・ホームエンターテイメント
発売月:2016年2月

名古屋映画英語フェスティバル

中学生部門

大学生部門

ノミネートDVD
ジュラシック･ワールド

永遠の妖精オードリー･ヘップバーン
の息子ルカ・ドッティさんが綴った母の
思い出と家庭料理のレシピ。
最近、日本で出版された翻訳本の
出版記念に翻訳者が詳しく解説し、翻
訳の経緯と苦労話を講演します。

14:00～15:00

（15A）

きれいなブリティッシュイング
リッシュの聞き取り練習にぴっ
たりの作品です。
発売元:キノフィルムズ
発売月:2016年8月

Sully

© 2014 Warner Bros. Entertainment Inc., Village Roadshow Films North America Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC

小学生部門
パディントン

記念講演

オードリー
at Home

●監督●
クリント･イーストウッド
●キャスト●
サリー：トム・ハンクス
ジェフ：アーロン･エッカート
ローリー：ローラ･リニー

ノミネートDVD

15:00～15:30

（15A）

新作映画DVD上映会

ハドソン川の奇跡

特選映画100選

オデッセイ

学

特選映画100選

申込は本文｢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（1名１枚）入場整理番号を返信､先着100名様ご招待｡

13:30～14:00

この映画は珍しくウサギが主
人公で、話す英語は感情が豊
かで、とてもわかりやすい英語
です。自分の夢の実現のため、
困難を乗り越えていく主人公の
姿は共感できます。
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:2016年8月

大

特選映画100選

映画英語フェスティバル

3.11

愛知淑徳大学

ズートピア

（15A） 11:00～11:30

高等学校

発表者

発表者

子安惠子･久米和代、他

（15A）

（15A） 10:30～11:00

小学校

ボーイ･ソプラノ

ご 招 待

先着100名様「入場整理番号」付メール返送でご招待します。

参 加 費

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。

ノミネートDVD
アイヒマン･ショー

アリスのままで

キャロル

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 4,000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）
火星に一人取り残された男の
物語。絶望感漂う場面でのユ
ーモアを交えた表現は英語学習
に大いに役に立ちます。宇宙に
関する専門用語を学べます。
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:2016年6月

映像技術の飛躍的発展によ
り、前３作品以上に恐竜に迫力
があります。またアクションの場
面が多いので、全体的にはわか
りやすい英語が使われていると
いえます。
発売元:NBC ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
発売月:2016年2月

全米少年合唱団を舞台にし
た学園もので、俗語や卑語がほ
とんどなく、生徒同士が使う会
話は英語教材として参考になり
ます。発音も明瞭です。
発売元:ｱｽﾐｯｸ･ｴｰｽ､ワーナー・ブラザース・ホームエン
ターテイメント 発売月:2016年4月

アドルフ・アイヒマンを裁く法
廷映画。報道や法廷に関する
英語表現が学習できます。
発売元:ポニーキャニオン
発売月:2016年10月

若年性アルツハイマー病と格
闘する女性を描く感動物語。聞
き取りやすい英語で学習です。
発売元::キノフィルムズ
発売月:2016年1月

フランケンバーグのおもちゃ
売り場を舞台に展開される。大
人の恋愛観が学べる。
発売元:KADOKAWA
発売月:2015年8月

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

映画英語アカデミー学会 第５回全国大会と名古屋映画英語フェスティバル 会場のご案内

名古屋駅より地下鉄東山線「星ヶ丘」まで約18分。
「星ヶ丘」（3番出口）から徒歩約3分。

以下の欄の必要事項のすべてに記入され、ＦＡＸ:(052)789-097０、または郵送（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）してください。

名古屋映画英語フェスティバル

参加申込用紙
(学会ホームページからメールでもお申し込みいただけます)

私は、名古屋映画英語フェスティバルの参加を申し込みます。

年

月

日
15A 教室

氏

フリガナ姓

フリガナ名

9:00 受付開始

姓

名

9:20 開会挨拶

Family name

Given name

名

Name

授業で使える映画100選

宅

10:00 中 学 校編
10:30 高等学校編
11:00 大
学編
11:30 会員総会
12:00 昼
食

都道府県

Home

Prefecuture

会社名
学校名

Academic Institute

曽根田憲三
子安惠子、久米和代、他
松葉 明、他
井上雅紀、他
井土康仁、寶壺貴之、他

9:30 小 学 校編

E-mail
自

（会員以外も参加できますが入場整理番号が必要です）

Company or

13:30 社 会 人編 杉浦恵美子、梅垣昌子、他
14:00 第６回映画英語アカデミー賞発表式
15:00
15:40
17:30
18:00

映画英語アカデミー学会

入会申込用紙

記念講演 『オードリー at Home』 網野千代美
新作映画DVD上映会「ハドソン川の奇跡」
閉会式
懇親会

(学会ホームページからメールでもお申し込みいただけます。 http://www.academyme.org/admission/admission.html)

私は、映画英語アカデミー学会会則を承認し、入会を申し込みます。本年度年会費（3,000円）を支払います。
年

フリガナ姓
氏

名

Name

フリガナ名

姓

名

Family name

Given name

E-mail
自

宅

Home

住

所

〒

-

Address

電

話

-

Phone number

FAX

-

-

-

-

-

Fax number

名前
所属
職

場

Work

学

Company or
Academic Institute

校

住所

Academic

Address

〒

電話
Phone number

連絡

方法

Contact

Preference

-

-

FAX

-

Fax number

□自宅優先

ノミネート

□職場優先

Home

Work/Academic Institute

次の部会委員を引き受ける用意がある。 I would like to participate as a member of the following group.

部会

委員

Group

Membership

□小学生部会
Elementary group

□中学生部会
Junior high school group

□高校生部会
High school group

□大学生部会
University group

後日、入会の確認連絡があります。万一、一ヶ月以上経過しても連絡がない場合、ご面倒でも事務局までご連絡ください。
TAME will send confirmation of your application once it has been received. Please contact the office if you do not receive confirmation within one month.

（注） ･記入された個人情報は、学会からの連絡以外に使用することはありません。また、学会外に漏洩することはありません。
･記入に間違いがあったり、記入漏れがある場合は申込み「無効」となります。

月

日

