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2020 年の大学入試改革を控え、英語の「読む」「聞く」「話す」「書く」の４技能を総合的に評価で

きるテストの活用に各大学も舵を切りつつあります。そこで日本国内で TOEFL iBT®に直結するテ

スト「TOEFL Junior®」と「TOEFL Primary®」を運営するグローバル・コミュニケーション＆テ

スティング（GC&T／所在地：東京都港区、代表取締役社長：梅澤 直臣／KUMON グループ) では、

2016 年８月１日より全国７か所で「英語 4 技能向上セミナー」を開催致します（参加費無料）。   

＊取材をご希望の方はリリース最後の問い合わせ先までご連絡ください。 

 

午前中のセミナーは、中央教育審議会関係者の方々からの提言内容の解説

や国内英語教育改革の実情のご紹介、また、大学入試関係者の方から 4 技

能試験導入事例や大学の取り組みのご紹介、午後は、4 技能指導の専門家

による体感しながら学べるワークショップです。「リスニング」「リーディ

ング」の力をどのように「スピーキング」「ライティング」に活かしたら

よいかといった、4 技能指導についての実践的なワークショップとなって

います。 

 

残席がわずかとなっております。GC&T 公式ホームページより是非お早目にお申込みください。 

⇒ URL： http://gc-t.jp/seminar/ 
 

【実施概要】 

内   容 :  ① 基調講演（文部科学省、大学入試センター、中央教育審議会関係者の方々） 

  ＊ご担当者名は下記「各会場のご案内」に記載 

② 講演・発表 「大学入試における外部テスト活用」  

③ 4 技能指導実践ワークショップ、TOEFL Primary®・TOEFL Junior®のご紹介 

プログラム： 午前の部 10:30～12:45（10:00 受付開始）  

        午後の部 14:00～17:00（13:45 受付開始） 

対    象 ：  中学・高校・大学・短大の教職員、教育関係者の皆さま 

＊参加者多数の場合は入場をお断りすることがあります。 

参 加 費 ： 無料 

   

《各会場のご案内》 
◆金沢 8 月 1 日（月） 

【セミナー】 定員 70 名  

１）インターアクトジャパン 代表取締役 ／ 中央教育審議会 委員 帯野 久美子先生 

２）関西大学 外国語学部 学部長 竹内 理先生 

 
残席わずか！ 

英語教育改革・４技能指導の理解が深まる 

第４回グローバル・コミュニケーション＆テスティング主催セミナー 

「英語４技能向上セミナー」を全国７か所で開催！ 
 

http://gc-t.jp/seminar/


【ワークショップ】 定員 40 名 

学習院女子大学 国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科 准教授 萓 忠義先生  

 

◆札幌 8 月 3 日（水） 

【セミナー】 定員 70 名 

１）インターアクトジャパン 代表取締役 ／ 中央教育審議会 委員 帯野 久美子先生 

２）早稲田大学 教育・総合科学学術院 教授 澤木 泰代先生   

【ワークショップ】 定員 40 名 

学習院女子大学 国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科 准教授 萓 忠義先生  

 

◆仙台 8 月 4 日（木）  

【セミナー】 定員 70 名 

  １）独立行政法人 大学入試センター 理事・副所長 伯井 美徳先生 

 ２）東北大学 高度教養教育・学生支援機構 高等教育開発部門 入試開発室 入試センター 教授 

石井 光夫先生  

【ワークショップ】 定員 40 名 

学習院女子大学 国際文化交流学部 英語コミュニケーション学科 准教授 萓 忠義先生  

 

◆福岡 8 月 6 日（金） 

【セミナー】 定員 70 名 

１）インターアクトジャパン 代表取締役 ／ 中央教育審議会委員 帯野 久美子先生 

 ２）九州大学大学院 言語文化研究院 准教授 保田 幸子先生 

【ワークショップ】 定員 40 名 

神田外語大学 英米語学科 講師 上原 雅子先生  

 

◆名古屋 8 月 17 日（水） 

【セミナー】 定員 70 名 

  １）独立行政法人 大学入試センター理事・副所長 伯井 美徳先生 

  ２）立教大学 経営学部 国際経営学科 教授 グローバル教育センター長 松本 茂先生 

【ワークショップ】 定員 40 名 

神田外語大学 英米語学科 講師 上原 雅子先生  

 

◆東京  8 月 21 日（日）  

【セミナー】 定員 200 名 

１）文部科学省 高等教育局 大学振興課 大学入試室長 橋田 裕先生 

  ２）明治大学 国際日本学部 教授 尾関 直子先生   

【ワークショップ】 定員 50 名 

神田外語大学 英米語学科 講師 上原 雅子先生  

 

◆大阪 8 月 28 日（日）   

【セミナー】 定員 200 名 

１）大学入試センター理事・副所長 伯井 美徳先生 

  ２）同志社大学 副学長・教育支援機構長 圓月 勝博先生  

【ワークショップ】 定員 50 名 

神田外語大学 英米語学科 講師 上原 雅子先生  

 

《後援》 
文部科学省（申請中）、北海道教育委員会、札幌市教育委員会、青森県教育委員会、岩手県教育委員会、



宮城県教育委員会、仙台市教育委員会、秋田県教育委員会、山形県教育委員会、福島県教育委員会、埼

玉県教育委員会、千葉県教育委員会、東京都教育委員会、神奈川県教育委員会、富山県教育委員会、金

沢市教育委員会、福井県教育委員会、岐阜県教育委員会、名古屋市教育委員会、京都府教育委員会、大

阪府教育委員会、大阪市教育委員会、兵庫県教育委員会、奈良県教育委員会、和歌山県教育委員会、山

口県教育委員会、福岡市教育委員会、佐賀県教育委員会、長崎県教育委員会、熊本県教育委員会、大分

県教育委員会、宮崎県教育委員会、鹿児島県教育委員会、沖縄県教育委員会 

その他都道府県教育委員会(申請中) 

特定非営利活動法人 JAFSA（国際教育交流協議会）、一般社団法人 JAOS 海外留学協議会、全国外国語教

育振興協会、アメリカ大使館、ETS 
 
 
 

■ リリースに関するお問合せ先 

公文教育研究会 広報部 広報チーム 

〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 京急第１ビル13 階 

TEL：03-6836-0030 FAX：03-6836-0282 

メールアドレス press@kumon.co.jp 

KUMONオフィシャルサイト http://www.kumon.ne.jp/ 

過去プレスリリース http://www.kumon.ne.jp/press/index.html?lid=1 

 

 

■ テストの内容や導入に関するお問合せ先 

グローバル・コミュニケーション＆テスティング（GC&T） 

〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18 京急第１ビル13 階 

TEL：03-6836-0125 FAX：03-6836-0275 

公式ウェブサイト：http://gc-t.jp/ 

GC&T は英語運用能力テストTOEFL iBT®の小中学生向け 

テスト「TOEFL Primary®」、中高生向けテスト「TOEFL 

Junior®」の日本国内における普及を行っています。 
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