東京

2018 英語教育ソリューションセミナー & 教材展示会

ELT 教材でスキル強化 英語 4 技能指導 “体験” セミナー

e-learning・教材指導法 体験セミナー

セミナープログラム
特別講演

10 : 00 - 11 : 30 (90 分 )

セミナー会場 / 定員 100 名

要事前申込

英語教育改革の現状と動向
上野 伸二 氏

株式会社エデュケーショナルネットワーク開発本部 副本部長、 編集長、
情報企画部 部長

2020 年大学入試改革において最も変化するのは英語です。今年２月に実施された試
行テストを見る限り、
新しい「共通テスト」はこれまでのセンター試験より「リーディ
ング」
「リスニング」に特化した内容で、日常的なコミュニケーション能力をより意
識したテストに変化します。さらに、４技能の外部検定試験が８種認定され、国大
協では、東大をはじめ選抜に活用する方向性が決定しています。また、2020 年からは、新学習指導要
領が全面実施され、小学校の英語が教科化され、中学、高校と本格的な変化が加速していきます。この
ような、英語教育改革において、学習塾、学校、英会話スクールなど、英語教育に携わる指導者は、ど
のような対応が求められていくのか。今回は、小学英語のテキスト、高校入試の変化、大学入試の変化
について、具体的な事例（入試問題の変化など）や４技能検定試験の最新情報をもとに、英語の４技能
評価の変化と対応について考えていきます。

セミナー会場 / 定員 50 名

① 11：45 - 12：45 (60 分 )

オックスフォード大学出版局株式会社

要事前申込

21st Century Skills for the Secondary Classroom
Mr. Robert Peacock

オックスフォード大学出版局に教育サービスコンサルタントとして勤務し、オックスフォード・ティーチャー
ズ・アカデミーのコースコーディネーターを務めています。日本において 15 年以上にわたる、幅広い年齢層
の学習者への指導経験および教員サポート、ワークショップの運営経験を有しています。

本ワークショップでは２１世紀型スキルと呼ばれる批判的思考能力、コミュニケーション能
力や創造的な思考能力を養う英語の指導法の実践例をご紹介します。
※プレゼンテーションは英語でのデモンストレーションおよび簡単な日本語での解説にて構成されます。

株式会社 mpi 松香フォニックス

これならできる ! ライティング＆プレゼンテーション
「Speech Navigator」を使っての実践的指導法
赤松

由梨 氏

英語教育アドバイザーとして自治体の教員研修を数多く担当し、小中高に渡ってカ
リキュラム、教授法等を提案している。私立の中高一貫校での英語指導他、自らの
英語教室にて幼児から高校生までを対象に「コミュニケーションのための英語」の指導を実践している。mpi
松香フォニックス教育アドバイザーを兼務

中高での採用が年々増えてきている「Speech Navigator」を使ってのデモ授業を体験して
いただきます。授業の解説と効果的な指導法を伝授いたします。自分に関する話題から世界
のことまで、豊富な話題で自発的に発信できることを目指します。

③ 14：45 - 15：45 (60 分 )

ピアソン・ジャパン株式会社

Demo Lesson: FIRSTHAND Experience in English Communication
辰巳 律子 氏 (with Emmanuell McBryde 氏 )
大阪市立西高等学校の英語教諭として主に英語科の生徒の指導と国際交流活動に携わっている。
University of Hawaii Educational Foundations にて修士号を取得。

ENGLISH FIRSTHAND を使用したティームティーチングの模擬授業を All in English で体
験していただき、高校１・３年生の実践例もご紹介しながら、高校生のコミュニケーション
能力向上のためのコースブック活用の提案をさせていただきます。
※【特別講演、授業体験ワークショップ】は、事前申込みが必要となります。 ※ 定員数に達し次第受付終了となります。あらかじめご了承ください。
※ 各ワークショップ・セミナーの講演者及び内容は、都合により変更となる場合がございます。

いいずな書店

B-1 12:00 - 12:30 (30 分 )

Mary Glasgow

もっと気軽に多読多聴 !!
英語が楽しくなる方法 !!

最新の話題、ノンフィクション記事の利点

佐々木 健 氏

Mary Glasgow に 12 年間勤務。
日本の小学校から大学まで幅広く広報活動を精力的に
行っている。

いいずな書店 営業本部本部長 営業経験 20 年、全
国の学校現場を訪問。 現場にて様々な英語教育につい
ての提案をおこなう。

多読は英語力アップに効果あり。ただ、お金はかかるし、場所
もとる。かつ管理も大変。そんな問題、解決方法ここにあり !!

A-2 13:30 - 14:00 (30 分 ) マクミラン ランゲージハウス

宮内 洋子 氏

メアリ・グラスゴー・マガジンズの紹介
● 世界の話題とコネクトする
● 学生にモ
チベーションを与える ● 受動的な読解から能動的な読解へ
● ディスカッションを促す
● ウェブサイトでアウトプット

B-2 13:45 - 14:15 (30 分 ) トライアログ・エデュケーション

読みの流暢さを育てる
―多読への架け橋―

リーディング教材を活用した４技能指導法
宮下 いづみ 氏

大東文化大学外国語学部日本語学科教
授。英語教育・応用言語学を専門とし、
e-Learning システムを活用した多読に力を入れている。ペンシル
バニア州立大学大学院スピーチ・コミュニケーション学部修士号。

Eunice English Tutorial 代表。田園調布雙葉高校・
武蔵野大学・実践女子大学非常勤講師。
『ロアルド・ダー
ルが英語で楽しく読める本』など著（コスモピア、共著）
日本経済新聞に「おもてなし会話術」を連載中。

多読は教育現場で普及しつつある一方で、多読
に取り組む学生間の格差も広がりつつあります。多様なレベルの学生
が多読に取り組む支援を提供する Assisted Reading を紹介します。

中学生・高校生向けのクラスで、リーディング教材
を活用して４スキルズを伸ばしていく英語の授業を、そのまま使えるよ
うにご紹介します。具体的な指導例、テキストの応用方法をお話します。

田口

悦男 氏

A-3 14:15 - 14:45 (30 分 )

授業体験ワークショップ

② 13：30 - 14：30 (60 分 )

A-1 11:45 - 12:15 (30 分 )

展示会場 / 定員 10 名

IBC パブリッシング

英語会話能力検定 E-CAT による
英語スピーキング学習について

B-3 14:30 - 15:00 (30 分 )

The Benefits of doing Extensive Reading with Xreading
Mr. Paul Goldberg

Founder and President of Xreading

IBC パブリッシング株式会社取締役会
長。国際出版活動の専門家として活躍
する一方、ビジネス・コンサルタントとして多くの企業の
海外進出に貢献。著書「出版再生」で出版学芸賞を受賞。

賀川 洋 氏

日米の英語教育従事者が議論に議論を重ね開発した
E-CAT は、初級者も取り組める様々な工夫が凝らされたスピーキングテ
ストです。単なるテストではない E-CAT の活用についてお話しします。

A-4 15:00 - 15:30 (30 分 )

ピアソン・ジャパン

Xreading

Dr. Ko Watanabe

Shibaura Institute of Technology Junior
and Senior High School, Head of the
English Department

Xreading is an online library that gives students unlimited access to
hundreds of graded readers from major ELT publishers, and allows
teachers to track their students reading progress. This presentation will
explain the benefits of using the system as well as a brief demonstration.

B-4 15:15 - 15:45 (30 分 ) スカラスティック・ジャパン

モバイルが可能にする教室外での
効果的な英語学習

使える英語のインプットを増やす
ー 1 日 5 分からの積み重ね

Pearson Education の ア ジ ア
地 区 ELT Portfolio Manager。
小学校で英語を教えた経験を持つとともに、ELT 教材
の編集、コンテンツ開発、ローカライゼーションなど
幅広い分野で英語教育に従事。

関口 こずえ 氏

米国大学にてリーディング指
導専攻。アメリカと日本にお
いて英語教育に携わる。現在、教育コンサルタントと
してインターナショナルスクール、英会話学校、小中
高大学まで幅広く英語学習教材を紹介中。

田口 佳代 氏

生徒たちにとって最も身近なツールであるスマートフォン。なかなか学
校内で使用させるのは難しいですが、宿題に活用することができたら？
文法、語彙、リスニング、読解、ビデオ学習など教材 English Firsthand
とリンクしたアクティビティができるモバイルツールをご紹介します。

教材相談ブース

現在大注目のオンラインデジタル書籍「ブックフリックス」をご紹
介します。定番洋書絵本の楽しい動画ビデオとノンフィクション絵
本を通して、良質な英語にたくさん触れる体験をしていただけます。

先着 14 名（各 20 分予定） 要事前申込

主催 3 社（株式会社三善、有限会社 AK Books、株式会社ネリーズ）による、教材相談ブースを設置いたします。
新たに ELT 教材を導入検討をされる中学・高校の先生方及び、新たなタイトル選定をご検討の方へ「事前アンケート」にお答え
いただくことで、会場ブースにてご相談に応じます。提案内容により、教材と出版社ブースをご案内いたします。
教材相談ブース参加申込みの方はこちら >> https://nellies-bs.com/apply.html?id=SURVEY2
※会場ブースでの相談時間は、教材のご案内を中心に、約 20 分間とさせていただきます。お時間帯は、申込み先着順とさせていただきます。
ご希望のお時間帯に予約できない場合もございます。あらかじめご了承ください。

ELT 教材展示

10 : 00 - 16 : 00

参加出版社おすすめの ELT 教材を中心に多数取り揃えております。
出展社（アルファベット順）： 株式会社エデュケーショナルネットワーク / IBC パブリッシング株式会社
/ 株式会社いいずな書店 / IPI / ISS 国際交流センター / 株式会社マクミラン ランゲージハウス / マグロ
ウヒル・エデュケーション / Mary Glasgow / 株式会社三善 / 株式会社 mpi 松香フォニックス / ナショ
ナル ジオグラフィック ラーニング / オックスフォード大学出版局株式会社 / ピアソン・ジャパン株式会
社 / スカラスティック・ジャパン / 株式会社トライアログ・エデュケーション

