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入試改革とスピーキング力の重要性
CEFR（欧州評議会による外国語の国際基準）を参考に、新指導要領では「聞く」、「読む」、「書く」、「話す」、の
４技能でなく、「聞く」、「読む」、「書く」、「話す（やり取り）、「話す（発表）」、の５領域で目標を示すとしています。
小学校高学年の評価でも筆記テストだけでなく、面接やスピーチのようなパフォーマンス評価も入れるとしていま
す。中学校では、対話的な言語活動を重視し、外国語で授業を行います。高校では、外国語による発信能力を
高める科目（スピーチ、プレゼンテーション、ディベート、ディスカッション）を設定し、外国語で授業を行います。
２０２０年から２０２３年までは大学入試は共通テストと民間資格・検定試験（英検、TOEFL、GTEC CBT, 等）を
併用する予定です。２０２４年からは英語試験は民間資格・検定試験に一本化する予定です。どちらにしても、
スピーキング力が入試で重要になってきます。
今まで、英語を話せるようになりたいけれど、学校の点数の方が重要と考えて、英会話の授業を取っていない
生徒も多く見かけられます。しかし、入試改革に適応するには高校１年生以下の生徒は是非、英会話の授業も取っ
てください。夏期講習では英語表現力を UP 出来るように、「スピーキング」のコースを用意しました。スピーキング
力を上げて行きましょう！

前期：2018 年 7 月 23 日(月)～8 月 4 日(土)
後期：2018 年 8 月 6 日(月)～8 月 25 日(土)
※合宿：8 月 18 日(土)～8 月 20 日(月)

夏期集中講座

１年中で勉強に差が出るのが、夏休みです。大切な期間なので、コース内容を見直し充実させました。特に英検
は４・５級から準１級まで用意しました。今の高校 1 年生から入試に必要な「スピーキング」力 UP のための『スピー
キング試験対策』コースもあります。中１～高１の生徒は全員受けるようにしてください。プライベートレッスンもお受
けいたします。ご相談ください。夏期講習は、中学受験生、中学生、高校生は必須です。

★別途パンフレットの詳細をご覧の上、お早めに、申込用紙をご提出ください。
毎回ご好評の Kids

Short Stay (こども英会話 夏期集中講座)

7 月 25 日（水）～ 28 日（土）4 日間

10:00～15:00

JR 津田沼校で開催されます。対象：3 歳～小学生

Hello everyone！
My name is Ana and I’m very happy to meet you all!
I grew up in a small coastal town of Eastbourne in East Sussex, UK.
Though cosy and charming, the town itself is nothing to write home
about, but it‘s located close to Beachy Head, which is a headland
famous for its white chalk cliffs and beautiful scenery. The view is
both enticing and dangerous, so you should never come too close to
the edge!
Growing up I was fascinated by Japan and its culture and I had always dreamed about
learning to speak Japanese. It sounds so melodic and unique and for the longest time I’d
been listening to Japanese music artists without having any clue what the lyrics were
about. I finally worked up the courage and moved to Japan in 2016 and fell in love with
this country. My Japanese is still nowhere near good, but it’s very fun to learn new things
every day.
I truly enjoy working with kids and I found my passion for teaching. It’s very fulfilling to
see results of your work and when the kids show enthusiasm for English.
I have a cat named Peka and she is the cutest thing in the world. She is also loving it
here in Japan and it looks like she even understands some Japanese phrases now. If you
see me around don’t hesitate to talk to me about your pets!
講師 Anastasia Ivanova
あぜりあ HP の“英語 FUN ブログ”にキラウエア火山の噴火の住民への影響のブログが UP されま
した。いつも興味深いブログを書いていただいている Mary Ann さんはハワイ島のキラウエア火山か
ら４６キロ離れたヒロの郊外に住んでいらっしゃいます。是非ご覧ください THE VOLCANO AND US !!!

