グローバル展開実践カレッジ「ESP 講座」
∽∽仕事のための英語習得方法“ESP”を活用し
英語によるプレゼンテーションを学ぶための実践講座∽∽
近年、産業の急速なグローバル化に伴い、技術者にも専門分野を含めた総合的な英語によるコミュニケーション
能力が求められています。
そこで、具体的な目的に応じた英語の学習法である“ESP (English for Specific Purposes)※”を活用した、
英語による効果的なプレゼンテーションを学ぶための実践講座を開催します。
プレゼンテーションの個別指導を希望される方と第 1 回と第 3 回の聴講を希望される方をそれぞれ募集いたしま
す。
企業等で海外販路開拓・国際展開に携わる皆様の積極的なご参加をお待ちしております。
■主催

公益財団法人長野県テクノ財団、長野工業高等専門学校技術振興会

■SCHEDULE
第 1 回目 平成 25 年 5 月 9 日(木) 14:00～17:00
内容：効果的ビジネスプレゼンテーション入門 、モデルの提示および課題の説明
Participants will learn how to describe their company and a product in English and how to
present this information effectively.
Participants will send a rough draft of their presentation to the instructors one week before
session 2.＜※個別指導希望者のみ＞
第２回目 平成 25 年 5 月 23 日（木) 14:00～17:00 ＜※個別指導希望者のみ＞
内容 ：個別指導、全体指導とリハーサル
Instructors will provide feedback on presentation content and guidance on performance.
第３回目 平成 25 年 5 月 30 日（木) 14:00～17:00
※17：10～ 名刺交換会
内容 ：発表、講評およびディスカッション
Participants will make their presentations, deal with questions, and receive feedback.
■場所

長野工業高等専門学校地域共同テクノセンター
長野市徳間 716

2 階 セミナー室

TEL:026-295-7117

■講師紹介
・信州大学

非常勤講師

スー・フレイザー先生

英国出身。長野高専、清泉女学院大学、信州大学でプレゼンテーション、ドラマ、アカデミック・ライティン
グ等を教える。現在、バーミンガム大学修士コースのスーパーバイザーも務める。Teaching English as a
Foreign Language (TEFL) の RSA ディプロマ、応用言語学修士号、英語教育の PhD を有する。著書多数。
・清泉女学院大学

准教授、長野工業高等専門学校 非常勤講師

グレゴリー・バーチ先生

カナダ出身。在日 17 年。この間、中・高等学校、高専、大学で英語を教える。ビジネスを専攻し、その後 Teaching
English to Speakers of Other Languages (TESOL) の修士号（アストン大学）、Japanese Language and Society
の修士号（シェフィールド大学）を取得。現在の研究テーマは日本人英語教師の現職研修、タスクを取り入れ
た英語指導。
■使用言語 講座は英語により行います。
■募集人員 ●個別指導希望者（10 名）講師の指導を受け、第 3 回講座で実際にプレゼンテーションをしていた
だきます。事前にプレゼンテーション原稿（英文で①自己紹介 ②会社紹介

③製品紹介を含む）

をご提出いただきます。詳細は受講決定後にお知らせします。希望者が多数の場合には、調整さ
せていただくことがありますので予めご了承ください。
●聴講者（40名）第1回、第3回講座の聴講のみとなります。
■参加費 無料

（但し、名刺交換会に参加される方は、当日 500 円をお支払いいただきます。）

■お申込締切
■お申込方法

平成 25 年 5 月 2 日（木）
参加申込書に必要事項をご記入の上

E-mail ： ak-yamagishi@tech.or.jp ま た は FAX ：

026-226-8838 までお申込ください。
■お問い合わせ先
公益財団法人

長野県テクノ財団

ナノテク・国際連携センター

担当：山岸

◆TEL:026-226-8101 ◆E-mail ak-yamagishi@tech.or.jp
長野工業高等専門学校

担当：奥村

◆TEL:026-295-7081 ◆E-mail okumura@nagano-nct.ac.jp
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
グローバル展開実践カレッジ「ＥＳＰ講座」参加申込書
事業所名

所在地

T

F

E

L

参加者名

参加者名

A

〒

X

ﾌﾘｶﾞﾅ

個別指導希望

□有

□無

氏名

聴講 5 月 9 日

□出席

□欠席

E-mail

聴講 5 月 30 日

□出席

□欠席

役職名

名刺交換会

□出席

□欠席

ﾌﾘｶﾞﾅ

個別指導希望

□有

□無

氏名

聴講 5 月 9 日

□出席

□欠席

E-mail

聴講 5 月 30 日

□出席

□欠席

役職名

名刺交換会

□出席

□欠席

※個別指導を受講する企業様には、ご希望により当財団が支援する海外展示商談会で配布するパンフレットに企
業情報を無料で記載させていただきます。詳細は初日にお知らせいたします。
※本申込書にご記入いただいた個人情報は、募集講座の登録情報として利用し、他の用途には使用いたしません。
※ご記入いただきました情報を利用して、今後、主催者から講座やセミナーなどの各種案内をお送りしてよいで
しょうか。□希望する（どちらかに○をしてください。メール または 郵送） □希望しない。
※聴講をご希望の方には、受講票は発行いたしませんので、お申込み後は事務局から特段のご連絡がない限り、
当日会場にお越しください。
※ESP とは：English for Specific Purposes は具体的な目的を持った英語という意味で、仕事のための英語・
プロフェッショナルのための英語習得方法です。
英語にはパンフレットや論文など使用目的ごとに特有の英語表現があります。ESP の考え方は、この使用目
的ごとに異なる英語表現のパターンを体系的に整理・分類して理解、使用しやすくするため、専門分野の英
語を効率よく学び運用することが可能になります。

