
1 

 

 

 

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の 

活用促進に関する連絡協議会の設置について 

 

平成２７年７月８日 

初等中等教育局長決定 

高 等 教 育 局 長 決 定 

 

 

１． 趣旨 

生涯にわたる英語学習を通じた英語力向上のため、「聞く」「話す」「読む」「書く」の技能（以

下、４技能という。）の評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用の在り方につい

て検討・協議を行う、学校関係者、専門家、英語の資格・検定団体、経済団体等からなる「英語

力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会」（以下、「連絡協

議会」という。）を設置する。 

 

 

２．役割 

（１） 学校等における英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用の在り方

について調査し、検討・協議を行うこと。 

（２） 学校等における英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用について

関係団体間の必要な申合せを行うこと。 

（３） 学校等における英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用に関し、

関係団体等と必要な調整を行うこと。 

（４） その他、上記に関係する事項を取り扱うこと。 

 

 

３．検討事項 

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関し、次の事項を検討

する。 

・英語の４技能の評価及び入学者選抜における改善の方策 

・英語の４技能を測定する資格・試験に関する適切かつ効果的な情報提供の在り方 

・英語の４技能を測定する資格・試験に関する指針の検討・策定 

・その他、上記の実施に当たり必要な事項 

 

 

４．連絡協議会の構成 

  別紙のとおりとする。 

 

  

 資料１  
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５．座長 

  ・会議に、座長を置く。座長は事務局が委嘱する。 

  ・座長は、連絡協議会の事務を掌理する。 

  ・座長に事故があるとき等には、連絡協議会に属する委員等のうちから座長があらかじめ指名

する者が、その職務を代理する。 

  

 

６．作業部会 

  連絡協議会には、専門事項を調査・検討するため、作業部会を置くことができる。 

 

 

７．設置期間 

  平成２７年７月８日～平成２８年３月３１日 

 

 

８．その他 

・本会議に関する庶務は、初等中等教育局国際教育課において、高等教育局大学振興課の協力

を得て処理する。 

・その他会議の運営に関する事項は、必要に応じて座長に諮って定める。 

 

 

  



3 

 

（別紙） 

 

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の 

活用促進に関する連絡協議会委員 

【50音順】 

 

青山 智恵   ケンブリッジ大学英語検定機構日本支部長 

石鍋 浩    港区立御成門中学校校長 

圓月 勝博   同志社大学文学部教授、一般社団法人日本私立大学連盟教育研究委員会委員 

大津 起夫   独立行政法人大学入試センター試験・研究副統括官、研究開発部長 

大塚 雄作   独立行政法人大学入試センター試験・研究統括官 

奥田 吾朗   大阪国際大学短期大学部理事長、日本私立短期大学協会副会長 

小椋 茂生   株式会社グローバル・コミュニケーション＆テスティング業務部長 

尾関 直子   明治大学国際日本研究科長、大学英語教育学会副会長 

柴田 洋三郎  公立大学法人福岡県立大学学長、一般社団法人公立大学協会監事 

日下部 治   独立行政法人国立高等専門学校機構 茨城工業高等専門学校校長 

塩崎 修健   公益財団法人日本英語検定協会教育事業部部長 

島村 元紹   島村楽器株式会社代表取締役会長、日本商工会議所教育専門委員長 

新庄 惠子   港区立高陵中学校校長、全日本中学校長会事業部長 

鈴木 厚人   公立大学法人岩手県立大学盛岡短期大学部学長、全国公立短期大学協会 

多田 幸雄   株式会社双日総合研究所代表取締役社長、長崎大学経済学部客員教授 

田原 正夫   公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校校長、全国公立高等

専門学校協会会長 

根本 斉    国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部事業統括本部長 

平方 邦行   工学院大学附属中学校・高等学校校長、日本私立中学高等学校連合会常任理事 

船津 康次   トランスコスモス株式会社 代表取締役会長兼 CEO、新経済連盟教育改革 PTリーダー  

松本 茂    立教大学グローバル教育センター長 

三木谷 浩史  楽天株式会社代表取締役会長兼社長 
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三島 良直   国立大学法人東京工業大学学長、一般社団法人国立大学協会入試委員会委員 

三橋 峰夫   一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）R&D室室長 

三宅 龍哉   富士通株式会社常務理事、一般社団法人日本経済団体連合会教育問題委員会企
画部会長 

宮本 久也   東京都立西高等学校校長、全国高等学校長協会会長 

村田 圭治   近畿大学工業高等専門学校校長、日本私立高等専門学校協会理事 

安河内 哲也  一般財団法人実用英語推進機構代表理事 

山﨑 昌樹   株式会社ベネッセコーポレーション学校本部長 

吉田 研作   上智大学言語教育研究センター教授 

四方 ゆかり  グラクソ・スミスクライン株式会社取締役、公益社団法人経済同友会幹事・学
校と経営者の交流活動推進委員会副委員長 

 

 

＜オブザーバー＞ 

○ 文部科学省 

初等中等教育局 高校教育改革PT 

初等中等教育局 児童生徒課 

初等中等教育局 国際教育課 

高等教育局 高等教育企画課  

高等教育局 大学振興課 

高等教育局 専門教育課 
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英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の 

活用促進に関する作業部会の設置について 

 

平 成 ２ ７ 年 ９ 月 ２ ９ 日 

英語力評価及び入学者選抜における英語の  

資格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会  

 

 

２． 趣旨 

「聞く」「話す」「読む」「書く」の技能（以下、４技能という。）の評価及び入学者選抜の改善

及び英語の資格・検定試験の活用の在り方について、専門的・技術的見地から調査・検討を行う

ため、英語力評価及び入学者選抜における資格・検定試験の活用促進に関する連絡協議会（以下、

「連絡協議会」という。）の下に作業部会を設置する。 

 

 

２．役割 

（５） 学校等における英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用の在り方

について専門的・技術的見地から調査し、検討を行うこと。 

（６） その他、上記に関係する事項を取り扱うこと。 

 

 

３．検討事項 

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関し、次の事項の調査・

検討を行い、連絡協議会での検討を補完するものとする。 

・英語の４技能の評価及び入学者選抜における改善の方策 

・英語の４技能を測定する資格・試験に関する適切かつ効果的な情報提供の在り方 

・英語の４技能を測定する資格・試験に関する指針の検討・策定 

・その他、上記の実施に当たり必要な事項 

 

 

４．作業部会の構成 

  別紙（案）のとおりとする。 
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５．主査 

  ・会議に、主査を置く。主査は事務局が委嘱する。 

  ・主査は、作業部会の事務を掌理する。 

  ・主査に事故があるとき等には、作業部会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。 

  

  

６．会議の運営 

  会議は、委員自らの識見に基づく専門的な審議及び率直かつ自由闊達な意見交換の場を確保す

る必要があること、また、審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含むことから、非公

開で行い、検討結果を連絡協議会に報告する。 

 

７．設置期間 

  平成２７年９月２９日～平成２８年３月３１日とする。 

 

 

８．その他 

・本会議に関する庶務は、初等中等教育局国際教育課において、高等教育局大学振興課の協力

を得て処理する。 

・その他会議の運営に関する事項は、必要に応じて主査に諮って定める。 
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 別 紙  

英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の 

活用促進に関する作業部会委員 

【50音順】 

 

青山 智恵   ケンブリッジ大学英語検定機構日本支部長 

石田 毅    サレジオ工業高等専門学校一般教育科長 

石橋 敬太郎  岩手県立大学盛岡短期大学部国際文化学科長 

大津 起夫   独立行政法人大学入試センター試験・研究副統括官 

大塚 雄作   独立行政法人大学入試センター試験・研究統括官 

岡本 崇男   神戸市外国語大学 副学長 

沖  清豪   早稲田大学文学学術院教授 

小椋 茂生   株式会社グローバル・コミュニケーション＆テスティング事業部長 

川嶋 太津夫  国立大学法人大阪大学未来戦略機構教授、一般社団法人国立大学協会入試委員
会専門委員 

日下部 治   独立行政法人国立高等専門学校機構茨城工業高等専門学校校長 

黒岩 裕    青山学院女子短期大学現代教養学科教授・国際専攻主任 

小林 真記   神田外語大学外国語学部英米語学科准教授 

込山 智之   株式会社ベネッセコーポレーション高校事業部 GTEC事業推進課長 

佐々木 正文  東京都立武蔵野北高等学校校長、全国高等学校長協会監事 

竹内 理    関西大学外国語学部教授・学部長 

仲村 圭太   公益財団法人日本英語検定協会制作部研究開発課主任 

永井 誠    公立大学法人首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校教授 

根岸 雅史   国立大学法人東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授 

根本 斉    国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部事業統括本部長 

浜野 能男   普連土学園中学校・高等学校校長 

福井 正仁   港区立青山中学校校長、全日本中学校長会教育研究部部長 
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松本 茂    立教大学グローバル教育センター長 

三橋 峰夫   一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）R&D室長 

森  博英   東京女子大学現代教養学部人間科学科言語科学専攻教授 

安河内 哲也  一般財団法人実用英語推進機構代表理事 

吉田 研作   上智大学言語教育研究センター教授 

 

＜オブザーバー＞ 

○ 文部科学省 

初等中等教育局 高校教育改革PT 

初等中等教育局 児童生徒課 

初等中等教育局 国際教育課 

高等教育局 高等教育企画課  

高等教育局 大学振興課 

高等教育局 専門教育課 

 


