
①英語は、自らの意見や立場を明確に表現する言語。
ディスカッションやプレゼンテーションを堂々と行う力がつきます。

②英語で考えるのは、グローバルな課題や自らのライフミッション。
世界にはばたく「志」を深める契機になります。

③米国トップ大学生と、英語のルールに則って議論・交流を進めることで、
論理的な「課題解決力」を鍛えることができます。

④英語を使う楽しさを体感し、英語を学ぶ意義が深まります。
⑤留学や世界の人々と学ぶ・働くイメージが見えてきて、将来をより深く考えるきっかけになります。

最終日には、英語で各自のライフミッ
ションのプレゼンテーションを行います。

4 Q&A

5 参加による効果

英語を使うプログラムだからこそ、世界にはばたく「志」や、論理的な「課題解決力」も深まる。
2. 人間的成長のサポート
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主催：株式会社ナガセ
英語漬けの５日間「自ら話す」

経験を積む

「東進 Global English Camp 2016」への参加によって、Speakingの力が大幅に向上。
他の３技能（Listening, Reading, Writing)向上への波及効果も期待できます。

スピーキング力を飛躍的に伸ばし、他技能へも波及
1. 英語力の向上

「東進 GlobalEnglishCamp2016」をご提案いたします。

圧倒的な量の発話経験を積み、スピーキング力向上！
1. 国内にいながら徹底的に“英語を使う”環境を作り出します。

5日間で約40時間という圧倒的な発話の機会です。
2. 旅行英会話のような単純なやりとりではなく、世界トップ大学の米国学生と

質の高いディスカッション・プレゼンテーションを実施します。
3. プログラムでは毎日、スピーキングエクササイズを行い、

発話経験の少ない生徒へのフォローも実施します。

発音できない音は聞けない
1. 英語を口に出す経験が、英語の音と文字が結びつく契機となります。
2. 発音やリズムを体感することでリエゾンにも慣れ、リスニング力向上につながります。

英語の語順のまま理解する
1. 実際の会話を通じて、英語を英語の語順のまま理解。読解のスピードがアップします。
2. 意味のかたまりを意識しながら話す経験により、構造が把握しやすくなります。

相手に伝わる表現力が身に付く
1. 学んだ知識を口に出すことで、表現や型が定着。表現の幅が広がります。
2. 相手に伝えることを意識して話した経験が、論理的に文章を書く力につながります。

Speaking

Listening

Reading

Writing

他技能への
波及効果

ExerciseDiscussion
Presentation

Qどんな雰囲気ですか？
A 明るく楽しい雰囲気が特長です。英語の
みの環境に最初は驚くかもしれませんが、
徐々に慣れていきます。多くの生徒たちにとっ
て、米国学生を交えて英語だけで５日間ずっ
と談笑したのは初めてのようでした。しか
し、ディスカッションやプレゼンテーション
は真剣そのもの。「楽しみながら」「本気で」英
語に、夢に、向き合える環境です。

Q全然、英語が話せないのだけれど……
A 大丈夫です！ 米国学生がリードしていくの
で、少しずつ着実に話せるようになります。慣れ
るためのスピーキングエクササイズの時間も設
けています。参加者のその後の成績の伸び（筆記
試験）を見てみると、英語が得意だった生徒以上
に英語が苦手だった生徒が大きく点数を伸ばし
ており、苦手意識の払拭や成績アップのきっか
けにもなっています。

Qどんな米国学生が参加している？
A 世界トップ 20 位を中心に、東大よりラン
キング上位の米国大学の学生が参加していま
す。米国にて審査を行い、意欲の高い学生を選
抜。さらに、事前の研修でトレーニングを積
み、ディスカッションを効果的に進め、生徒一
人ひとりへの声かけを行います。2015 年は、
米国学生同士もチームとなって、高め合いな
がら指導力に磨きをかけていきました。
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高校生・ご父母の皆様へ
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“スピーキング力向上”のきっかけとなる５日間
東進Global English Camp 2016

PISAの学力調査では、上海・香港・シンガポールなどとトッ
プを争い、上位を維持している日本ですが、TOEFL iBT® 受験者
のスピーキングスキルは、世界最下位（166位）です。英語の学
習時間は長いのに、英語で話すことができない。その最大の理
由は、「英語を話す機会」が少ないことです。つまり、英語を話
すチャンスさえあれば、スピーキング力をぐんと伸ばすことが
できるはずです。そして、スピーキング力の向上は、英語４技

能の向上につながります。
そこで、東進では、世界大学ランキング上位の米国トップ大

学の学生と交流できる校内留学プログラム「東進 Global
English Camp 2016」を開催いたします。

英語漬けの５日間を通じて、英語を使って徹底的に「発話す
る」訓練を積むことができます。「英語で話す」ための大きな一
歩を踏み出すために、是非この機会を活用ください！

世界トップの米国大学生と共に“校内留学”体験

日本人の英語スピーキング力は最下位。それは決して、能力のせいじゃない。
英語を「話す機会」さえあれば、どんどん伸びる！

[DATA]   PISA学力調査では上位を維持しているが、TOEFL iBT®のスピーキング力では世界最下位の日本
PISA 2012年調査における平均得点の国際比較 TOEFL iBT®テストのスコアの国際比較（スピーキングセクション）

順位 数学的リテラシー 平均 読解力 平均 科学的リテラシー 平均
得点 得点 得点

1 上海 613 上海 570 上海 580
2 シンガポール 573 香港 545 香港 555
3 香港 561 シンガポール 542 シンガポール 551
4 台湾 560 日本 538 日本 547
5 韓国 554 韓国 536 フィンランド 545
6 マカオ 538 フィンランド 524 エストニア 541
7 日本 536 アイルランド 523 韓国 538
8 リヒテンシュタイン 535 台湾 523 ベトナム 528
9 スイス 531 カナダ 523 ポーランド 526

10 オランダ 523 ポーランド 518 カナダ 525

順位 国/地域 順位 国/地域

1 南アフリカ 155 ギニア
2 オーストリア 155 マリ
2 デンマーク 155 セネガル
2 アイルランド 155 エクアドル
2 北アイルランド 155 ラオス

155 ベニン 155 マカオ
155 カーボベルデ 166 コートジボワール
155 チャド 166 トーゴ
155 コンゴ 166 サウジアラビア
155 赤道ギニア 166 日本

［出典］国立教育政策研究所『OECD生徒の学習到達度調査（2012年）』 ［出典］Test and Score Data Summary for TOEFL iBT®Tests（2014年）

【こんな君におススメ！】
●これまで学んだ英語が

どこまで通用するか試したい
●一流大学の米国大学生と

様々な会話・議論がしてみたい
●学校の授業以外で英語を話す機会がない
●海外留学を検討している
●将来、世界を舞台に活躍したい

Global
EnglishCamp2016

東進7〜８月開催決定 !

英語の実践力と、世界にはばたくための志・論理的課題解決力を、格段に高める５日間。



順位 大学 国
1 カリフォルニア工科大学 米国
2 オックスフォード大学 英国
3 スタンフォード大学 米国
4 ケンブリッジ大学 英国
5 マサチューセッツ工科大学 米国
6 ハーバード大学 米国
7 プリンストン大学 米国
8 インペリアル・カレッジ・ロンドン 英国
9 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 スイス

10 シカゴ大学 米国
11 ジョンズ・ホプキンス大学 米国
12 イェール大学 米国
13 カリフォルニア大学バークレー校 米国
14 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン 英国
15 コロンビア大学 米国
16 カリフォルニア大学ロサンゼルス校 米国
17 ペンシルベニア大学 米国
18 コーネル大学 米国
19 トロント大学 カナダ
20 デューク大学 米国
21 ミシガン大学 米国
22 カーネギーメロン大学 米国

順位 大学 国
23 ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス 英国
24 エディンバラ大学 英国
25 ノースウェスタン大学 米国
26 シンガポール国立大学 シンガポール
27 キングス・カレッジ・ロンドン 英国
28 カロリンスカ研究所 スウェーデン
29 ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘンドイツ
30 ニューヨーク大学 米国
31 スイス連邦工科大学ローザンヌ校 スイス
32 ワシントン大学 米国
33 メルボルン大学 オーストリア
34 ブリティッシュ・コロンビア大学 カナダ
35 ルーヴェン・カトリック大学 ベルギー
36 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 米国
37 ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク ドイツ
38 マギル大学 カナダ
39 カリフォルニア大学サンディエゴ校 米国
39 カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校 米国
41 ジョージア工科大学 米国
42 北京大学 中国
43 東京大学 日本

安全管理

国内実施
のため安心

5.5万円 煩雑な
手続きなし 米国学生との

All Englishな
環境

世界トップ
レベルの

複数の大学

費用 手続き 外国を
肌で感じる

現地学生との
交流・議論 特徴

安全管理の
対応が必要

60万円
程度

学生ビザの申請、
必要書類の
準備など

直接外国を
感じられる

機会

提携校の
学生との
交流など

・国内実施のため参加しやすい。
・複数のトップ大学の学生と交流できる。
・ディスカッションでスピーキング力を鍛え、

視野も広がるプログラム。

1 プログラム概要

2 米国学生の所属大学

3 昨年実施の様子

Day1 Get to Know Each Other

「英語でお互いを知る」
●Orientation（オリエンテーション）
●Self-introduction, University Introduction
（米国大学生による「大学紹介」、日本の高校生による「自己紹介」）

Day2   Japan in the World

「世界の中の日本」
●Discussion/Presentation（ディスカッション/プレゼンテーション）　

Theme ： The Olympic and Paralympic Games in 2020
（テーマ ： 2020年 東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて)

Day3  What Can We Do to Make a Better World?

「より良い世界のために」
●Discussion/Presentation（ディスカッション/プレゼンテーション）

Theme : My World  [ The United Nations Global Survey for a better world ]
(テーマ ：国連マイワールド…16トピックの中から1トピック選択し、ディスカッション）

Day4 What Will You Learn at University?

「大学での学びとは？」
●Discussion/Presentation（ディスカッション/プレゼンテーション）

Theme : Major at University
（テーマ ：大学の専攻テーマ～米国学生の実例を紹介)

Day5 My Life Mission 

「私のライフミッション」
●Final Presentation（最終プレゼンテーション）

Theme :  My Life Mission （テーマ：私のライフミッション）

他のプログラムとの比較　東進Global English Camp は「参加しやすさ」と「本物との出会い」を両立します。

■■の大学・大学院を中心に選抜された学生が参加します。
世界大学ランキング2015-2016

ハーバード
大学

ハーバード
大学

イェール
大学

UCLA

コロンビア
大学

コロンビア
大学

シカゴ
大学

ペンシルベニア
大学

東進
Global
English
Camp

現地への
短期留学
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GlobalEnglishCamp2016東進
▶スピーキング力を高める第一歩に。この夏、「英語で話す」チャンスをつくる。

1
国内にいながら、

世界トップ大学の学生と交流
世界大学ランキング上位２０校を中心と

したトップ大学・大学院の米国学生と議論
を重ねる、短期集中の校内留学プログラム
です。

現地への短期留学に比べて安全面・費用
面のメリットも大きく、５日間をフルに英語
のスピーキング力向上に活用できます。

2
約 40時間に及ぶ、圧倒的な

英語スピーキング体験
All Englishの環境で、米国学生とディスカ

ッションやグループワークを実施する英語
漬けの 5 日間。約 40 時間に及ぶ英語での
ディスカッションは、スピーキング力を高
めていきたい生徒にぴったりです。サロン
式英会話学校とは異なり、生徒の知的好奇
心を刺激します。

3
日本から世界へ、

生徒の視野を広げる機会
世界のトップ大学生との出会いは、視野

を広げる絶好の機会。本プログラムでは、世
界レベルの諸課題に向き合い、自分自身の
生きる意味・学ぶ目的を考えます。最終日
には、自らのライフミッションをプレゼン
テーション。日頃とは違った視点で自分自
身や世界を見つめ、発信します。

▶英語力もモチベーションも高まった
初日に、最終日に自分のライフミッションを3

分～5分語ると聞いた時には「不可能だ！」と思い
ました。しかし、今なら「絶対できる」と思えます。
準備を進める中で自分の目標が明確になりまし
た。英語力はもちろん、自分の目標が決まり、モチ
ベーションも高まったと思います。（M・Nさん）

▶修学旅行で、実際に英語を活用
5日間毎日プレゼンをしているうちに慣れてき

たのか、最終日のプレゼンでは今までにないぐら
い「皆の前で話したい！」と思いました。そして、
このプログラムの後の修学旅行でのファームス
テイの時は、誰よりも家族と話すことができ、英
語もほとんど聞き取れました。「とてもよく英語
ができてる」と言われ、すごく嬉しかったです。

（Y・Sさん）
▶米国大学生の先生方との出会い

先生方の大学紹介がとてもおもしろかった。世
界のスケールの大きさを知り、日本とはケタが違
うことを知らされた。もっと外国の文化に触れて
みたいと強く思う。また、今回このキャンプに参
加し、もっと英語力を上げたいという気持ちが強
まった。 （W・Kくん）

▶頭の中で、自然と英語を考え出す
英語漬けの5日間で、１日のプログラムが終わ

った帰り道で周りの日本人の話す言葉が英語に
聞こえたり、家で家族と話すときに、頭の中で必
死に英文にしようとする自分に気づき、確実に英
語力が伸びているなと実感しました。（H・Nさん）

VOICES 参加者の声

●Discussion ●Presentation ●Speech ●Speaking Exercise

世界トップの大学生が集結！
「東進Global English Camp 2016」には、

世界大学ランキングにて東大より上位の大
学（世界トップ20位の大学が中心）から、大
学生・大学院生が参加します。

2015 参加米国学生（一部）

英国Times Higher Education社によるWorld University Rankings 2015-2016

・直接、世界を感じられる。
・費用面・日程などハードルが高め。

■対象：
高校2年生
高校1年生
意欲ある中3生も可

■日程・開催場所・参加費：
別紙をご覧ください。

■時間：
各日 10:00〜17:30
(休憩時間含む)

■実施スタイル： ※弊社スタッフが帯同します。

以下のチーム・クラスで実施
●1チーム：5〜6名 ＋米国大学生1名
●1クラス：5〜6チーム

■希望者へのオプション：
①ホームステイ受け入れ

生徒宅にて、米国学生のホームステイの受け入れ

②米国大学生の
日本文化体験ツアーに参加
参加費無料、実費のみ本人負担

“スピーキング力向上”のきっかけになる5日間


