
映画英語アカデミー学会第６回全国大会と
第8回映画英語アカデミー賞発表式

映画英語フェスティバル

- - - - - - - - - - - - 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:網野千代美、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）

参加者プレゼント
参加者全員に「映画で英語をモノにする」を１冊プレゼント（無料、賛助会社協賛）。シナリオ類は有料販売！

名 称 第６回全国大会と千葉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 2019年3月23日(土) 9:30～12:00 13:00～18:00

会 場 神田外語大学 https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉１丁目４ − １

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

または 千葉映画英語フェスティバル

ご 招 待 先着300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。

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3,000円（事前申込が必要です）

2-301教室 13:00～14:00

第８回映画英語アカデミー賞発表式
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。

2-301教室 14:00～15:30 記念講演

グローバル人材のホント？！
国、文科省が取り組んでいるグロー

バル人材。グローバル化ってよく聞く

けど、本当のところ、どんな人材？ ど

ういう世の中が来るの？ という疑問に

対して、日米国際？コンビ、パックンマ

ックンが考えるグローバル人材につい

ての記念講演です。

また、英語は必要？ 海外で暮らし

てみないとグローバル人材にはなれない？ などのいくつかのテーマに

加え、英語のコツなども含めてお話ししていただきます。

パックンマックン

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300名様ご招待｡

2-301教室 9:30～11:57 (147ｍ)

新作映画DVD上映会①

ミッション:インポッシブル
フォールアウト

監督： クリストファー・マッカリー

出演： トム・クルーズ

ヘンリー・カヴィル 他

「ミッション：インポッシブル」シリー

ズ第6作。

盗まれた3つのプルトニウムを回収す

るミッションのイーサン・ハントと仲間た

ちだったが、回収目前で何者かにより

プルトニウムを奪われてしまう。

（2-101） 9:30～12:00 第６回全国大会

テーマ：映画を使用した英語授業研究発表
9:30 から『映画を使用した英語授業』として、実際の授業模様をワークショップ仕立て、小学校から大学までの実例研究の発表です。

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、楽しい映画英語授業の神髄を体験いただきます！

会場は2号館101教室

11:45～12:00 会員総会では新年度活動方針案、予算案等を決定します｡

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!

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?

（2-101） 10:05～10:40
中学校英語モデル授業

映画で
アクティブ･ラーナーに

『アバウト・タイム』で気付く

普段のコミュニケーションの大切さ

発表者能勢英明
(大阪市立本庄中学校)

中学生部門
ノミネートDVD

人と犬との関わりを通して、
家族の絆、愛の尊さ、命の大切
さを感じながら重要表現を学べ
る。また、入試や英検で出題さ
れる場面状況説明問題の対策
にも適している。
発売元::NBC ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
発売月:2018年3月

ワンダー君は太陽僕のワンダフルライフ ユダヤ人を救った動物園

第二次大戦下のポーランドで
起きた真実の物語。大人の会
話中心ですが、英語の発音は
ゆっくりで聞き取りやすい。
発売元:ファントム・フィルム
発売月:2018年6月

児童生徒向けベストセラー小

説の映画化。語彙も明快で、心

の琴線に触れる言葉が満載。

発売 元 :キノフィルムズ /木下グループ

発売月:2018年11月

小学生部門
ノミネートDVD

9才の子供がとても面白いと
いって、繰り返し観ていた。家
族で悪に立ち向かうストーリー
のため、子供にとって家族の大
切さをユーモアたっぷりに感じ
ることができる映画。
発売元:ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
発売月:2018年11月

フェリシーと夢のトウシューズインクレディブル・ファミリー パディントン２

常日頃の行いが、自分が困
難に陥ったときに、周りがどのよ
うに対応するのかをとてもわか
りやすくストーリーにしているた
め、子供達にとって、とてもわか
りやすい。
発売元 :キノフィルムズ /木下グループ
発売月:2018年7月

夢を叶えようというテーマ。

そのフェリシーを見守る大人た

ちの英語は、ゆっくりでとても聞

き取りやすいです。

発売 元 :キノフィルムズ /木下グループ

発売月:2018年1月

大学生部門
ノミネートDVD

せつなく甘酸っぱい、ひと夏
の恋の物語。心にしみるセリフ
が満載で、美しいイタリアの風
景に癒されます。
発売元 :ｶﾙﾁｭｱ・パブリッシャーズ
発売月:2018年9月

フロリダ・プロジェクト君の名前で僕を呼んで ビッグ・シック

パキスタン男性とアメリカ人女

性が、結婚に向けて文化の違い

を克服していく実話。

発売元:GAGA
発売月:2018年9月

ディズニー・ワールドのすぐそ
ばの安モーテルで暮らすシング
ルマザーファミリー。庶民的な英
語や暮らしに触れられる。
発売元:クロックワークス
発売月:2018年10月

高校生部門
ノミネートDVD

くまのプーさんの作家ミルン
とクリストファー親子が戦争と思
わぬ名声に深く傷つき、失われ
た日々を取り戻すまでの物語。
美しいイギリス英語とナレーショ
ンも価値あり。
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:2018年10月

さよなら僕のマンハッタングッバイ・クリストファー・ロビン グレイテスト・ショーマン

19世紀半ば。家族を幸せに

するため、挑戦と失敗を繰り返

してきたバーナムの一流のプロ

モーターとして世間から認めら

れようとする物語。

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:2018年5月

70年代ＮＹ。イエーツの詩と
サイモン＆ガーファンケルの曲に
乗せ、思わぬ結末へ。｢無難｣の
英語を聞き取れるか。
発売元:バップ
発売月:2018年9月

千
葉

（2-101） 9:30～10:05
小学校英語モデル授業

『ふしぎの国のアリス』で
小学校英語教育
ディズニー・アニメは生徒たちの

英語学習開始に最適です！

発表者山﨑僚子
(名古屋学院大学)

（2-101） 10:40～11:15
高校英語モデル授業

高校生にお薦めの
名場面・名セリフ
高校の授業で効果的な

名画と名場面の紹介

発表者井上雅紀
(元愛知淑徳中学校・高等学校)

（2-101） 11:15～11:45
大学英語モデル授業

映画を活用した
大学生の英語力向上の試み

学習意欲と

TOEICスコアの改善を目指して

発表者

安田優･井上裕子･轟里香･船本弘史
(関西外国語大学)(北陸大学)(北陸大学)(北陸大学)

2-301教室 15:40～17:53 (133m)

新作映画DVD上映会②

ファンタスティック・ビーストと
魔法使いの旅

監督： デイビッド･イェーツ

出演： エディ・レッドメイン

キャサリン・ウォーターストン他

「ファンタスティック・ビーストシリー

ズ」の第1作目、2016年11月に初公開

された。2013年9月に、「ハリー・ポッ

ターシリーズ」の新作として映画化が

発表され、全5部作の予定。最近、公

開の映画は第2作目。

201９

3.23
神田外語大学
JR総武線[幕張本郷駅]バス約8分

または

JR京葉線[海浜幕張駅]バス約5分

参加無料
事前申込要

http://www.academyme.org/


映画英語アカデミー学会 第6回全国大会と千葉映画英語フェスティバル 会場のご案内

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。

千葉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、千葉映画英語フェスティバルの参加を申し込みます。
年 月 日

フリガナ姓 フリガナ名

氏 名 姓 名

Name Family name Given name

E-mail

自 宅 都道府県
Home Prefecuture

会社名 Company or

学校名 Academic Institute

映画英語アカデミー学会

入会申込用紙
(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。 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 月 日

フリガナ姓 フリガナ名

氏 名 姓 名

Name Family name Given name

E-mail

住 所 〒 -
自 宅 Address

Home 電 話 FAX
- - - -

Phone number Fax number

名前

所属
職 場 Company or

Work Academic Institute

学 校 住所 〒 -
Academic Address

電話 FAX- - - -
Phone number Fax number

連絡 方法 □自宅優先 □職場優先
Contact Preference Home Work/Academic Institute

ノミネート 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 □小学生部会 □中学生部会 □高校生部会 □大学生部会
Group Membership Elementary group Junior high school group High school group 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。

9:00 受付開始 （会員以外も参加できますが入場整理番号が必要です）

9:30 新作映画DVD上映会① (→11:57) 2-301

「ミッション:インポッシブル フォールアウト」

映画英語モデル授業研究発表 2-101

9:30 小 学 校英語授業 山﨑僚子

10:05 中 学 校英語授業 能勢英明

10:40 高 校英語授業 井上雅紀
安田優･井上裕子

11:15 大 学英語授業
轟里香･船本弘史

11:45 会員総会
12:00 昼食

千葉映画英語フェスティバル 2-301

13:00 第８回映画英語アカデミー賞発表式
14:00 記念講演「グローバル人材のホント?!」パックンマックン
15:40 新作映画DVD上映会②「ファンタスティックビースト」
18:00 閉会式 2-301

18:15 懇親会 食 神

● JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩約 15分／京成バス約 5分（ 6番のりば）神田外語大学下車 ● JR総武線「幕張駅」徒歩約 20分
●京成電鉄「幕張駅」徒歩約 15分● JR総武線「幕張本郷駅」／京成電鉄「幕張本郷駅」(京成バス5番または6番のりばで8～15分）


