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特別講演

情報交換会 / AFTER-SEMINAR REFRESHMENTS

セミナーA（スクール型） セミナーB（アイランド型） セミナーC（スクール型）

※混雑が予想されるため、定員になり次第申込みを締め切らせていただく場合がございます。
　予めご了承ください。

21 世紀、日本の若者は世界の若者と競争と
協働を行うことが求められ、そのため教育も
現在のスタンダードでは、来るべき本格的な
グローバル対応ができない。AI の急速な発達
も若者の人生に甚大な影響を与える。予測不
能の規模で起きる変化に対応できる教育のパ
ラダイムについて考察する。

アジア太平洋学部教授、異文化間コミュニケーション・国際教育

セミナーA

立命館アジア太平洋大学

10：00～11：30
近藤　祐一 氏

会　場

要事前申込申　込

無料参加費

展示会場内特設コーナー会　場

ご参加者が多数で混雑する場合は、参加制限を行う場合が
ございます。予めご了承ください。

ご注意

「世界と日本の高校生は何が違うか
～グローバル化・AI 時代に身に付けておくべき力とは～」

各指導セミナー終了後、15～30分間

12：25～17：25

指導法セミナー終了後に会場を移動し、セミナー講師、参加者、

出版各社による情報交換会を開催。

ゆったりした雰囲気の中で、フランクな質問や会話をお楽しみ

ください。

定員：90名
時間：90分

定員：50名
時間：各45分

定員：50名
時間：各45分

定員：50名
時間：各45分

Join the author and learn about the newest edition of 
Let's Go and how it will energize your classes!　
New  Low-level alphabet and phonics book (Let’ s Begin 1)
New  Videos, readings in the workbooks, Can Do activities, and online Teacher 
Resource Center

Barbara Hoskins Sakamoto is co-author of the best-selling Let’ s Go series, and director of International 
Teacher Development Institute (www.iTDi.pro). She is an English Language Specialist with the U.S. State 
Department, and has conducted teacher training workshops in Asia, Europe, the Americas, and online.

オックスフォード大学出版局株式会社

11：40～12：25
Ms. Barbara Hoskins Sakamoto

Five new things you can do with 
Let's Go 5th Edition

申込み https://www.nellies.jp/seminar/solution/2019autumn.html (FAX) 03-3556-7326 (※ 4 ページの参加申込書に必要事項をご記入の上、ご返信ください。）
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いいずな書店　営業本部 西日本統括責任者　営業経験 35 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。　

株式会社いいずな書店

12：55～13：40
五十里　稔 氏

多読多聴で英語を好きになろう！！

A-3

14：00～14：45

A-4 How can we encourage JHS and HS students to gain 
more interest in the world and other cultures? This seminar will give some 
ideas for lesson content that have been successfully used for developing 
global and cultural awareness.

Anthony has lived in Japan for 20 years and is the manager of Shane's Corporate 
Sales Department. His work includes recruiting foreign teachers, sales for new clients, 
and making original material for corporations and schools.

Shane Corporation

15：05～15：50
アントニー　ガードナ 氏

Developing Global and Cultural 
Awareness

A-5
29 年間の実績を持つ海外研修・留学専門の会社の法人担
当スタッフからより、小学校～高校で実施されている海
外研修の最新動向、グローバル教育の実践・事例研究をご紹介します。

ISS 国際交流センター　名古屋支店　支店長　

ISS 国際交流センター

16：10～16：55

11：40～12：25

12：55～13：40

14：00～14：45

15：05～15：50

16：10～16：55

11：40～12：25

12：55～13：40

大村　康浩 氏

学校におけるグローバル教育海外研修事例

The recipe for teaching successful speakers in Japanese 
classrooms has four ingredients; brainstorming, listening, pair work and 
speech delivery. Initial brainstorming is important because students get 
comfortable with words and phrases they will use in their speeches. 

CALA International President, CALA Workshop President, EFL and Global Culture Trainer & Educator, Lecturer, 
Sugiyamajyogakuen University, Author, Let’ s Sing together 2nd Edition (Apricot), AJ’ s Picture Dictionary, 
Songs & Chants (Apricot), Pocket English (Nellie’s), Shogako Eigo no Katsudo Recipe (Tokyo Shoseki) 

教材出版社 : Seed Learning
教材紹介代理店 : 株式会社トライアログ・エデュケーション

阿部フォード恵子 氏

Talks, Speeches, Presentations in 
the Japanese Classroom

Happy Valleyは、3～6歳児向けの3レベルからなるスピー
キングとリスニングを重視したコースブックです。最頻出英単語 100 語のうち
の83語に加え26のフォニックスと40のCVCワードを学べ、小学校入学前にリー
ディングとライティングの基礎もしっかり身につけることができます。

Sally’s English Lesson 主催。海外経験、大手英会話学校の講師、外資系金融勤務の経験を活
かして独自のスピーキングレッスン、企業英語研修や講演会、セミナーを各地で開催。主な
著書に「Sally 先生のバイリンガル英会話学習法」（研究社）など　著書 7冊累計 13万部突破。

IPI
神林　サリー 氏

Kindergarten: 
The Best time to Learn English

メアリ・グラスゴー・マガジンズを使用し 4 技能の
アクティビティを紹介します。

英会話学校および英語教室で約 20 年英語教師を務めた後、シンガポールの外資系に約
5年勤務。その間に TESOL を取得し、2006 年からMary Glasgow (Scholastick  UK) の
日本代表窓口を担当。

メアリ・グラスゴー
宮内　洋子 氏

メアリ・グラスゴー・マガジンズの紹介

学習者がトピックベースで「考える・書く・伝える」を繰り
返し行い思考力・判断力・表現力を鍛えます。多量の英語に触れ、書きと発話によ
るインプットとアウトプットを同時に実現し、英語 4 技能の習得に繋げます。学習
者が主体的に学ぶことで多くの気付きが得られるアクティブラーニングの実践です。

（株）mpi 松香フォニックス教育アドバイザーとして、小学校、教育委員会で研修担当。英語指
導者に知識だけでなく、具体的な指導スキルを伝える必要性を痛感し、座学ではなく、児童の
発達段階に応じた体験型の英語活動を提案。mpi西日本エリアマネージャー、J-SHINEトレーナー

株式会社mpi 松香フォニックス
野中　美恵 氏

考える・書く・伝える　TAGAKI を活用した
アクティブラーニングで学ぶ英語4技能
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ELT教材総合展示会

参加出版社 / 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、ナショナル ジオグラフィック ラーニング、株式会社トラ
イアログ・エデュケーション、株式会社 mpi 松香フォニックス、アプリ
コット出版株式会社、有限会社シィーティーエム、いいずな書店、株式
会社シェーンコーポレーション、株式会社国際交流センター、メアリ・
グラスゴー、I.P.I、株式会社三善

ナショナル ジオグラフィック ラーニング

シェーンコーポレーション

オックスフォード大学出版局

アプリコット出版

シィーティーエム いいずな書店

ピアソン・ジャパン

トライアログ・エデュケーション mpi 松香フォニックス

ISS国際交流センターキッズマート アイ・ピー・アイ

教材展示会場

10：00～17：30

会　場

※出展予定社の詳細は、都合により変更となる場合がございます。

※指導法セミナーの詳細は、都合により変更となる場合がございます。

幼児・小学生から中学・高校生向け、
ELT教材を一挙公開 !
2020年新刊、各種リーダーも豊富。
専用注文書で、「ご注文」も承ります。

● 対象：幼児・小学生向け　●言語： English　●教材： Let's Go 5th edition

● 対象：中学・高校生向け　●言語： Japanese　●教材： Reading Oceans

● 対象：中学・高校生向け　●言語： Japanese

● 対象：中学・高校生向け　●言語： Japanese and English

● 対象：中学・高校生向け　●言語： English and Japanese　●教材： Speaking for Speeches

● 対象：幼児向け　●言語： Japanese　●教材： Happy Valley

● 対象：中学・高校生向け　●言語： English　●教材： Mary Glasgow Magazines

既存の授業に英語絵本の読み聞かせを取り入れてみませ
んか？誰でも簡単に実践できる！ 英語絵本の読み聞かせは、楽しいだけでなく、
気づかぬうちに生徒の英語 4 技能をスキルアップしてくれます。具体的な実践
法、および、絵本を読んで読書力を身に着け多読する生徒の様子を紹介します。

英語教室「ABC4YOU 自由が丘」を主宰。図書館の英語おはなし会、英語指導者への英
語絵本の読み聞かせ講座、多読講座の講師、中学・高校・図書館の多読アドバイザー
も務める。日本多読学会会員。NPO多言語多読正会員。保育士（国家資格）

株式会社三善
鈴木　祐子 氏

英語への関心を高める5分の読み聞かせと
読書力の土台づくり

● 対象：幼児～高校生向け　●言語： Japanese　●教材： 絵本・リーダー

● 対象：中学・高校生向け　●言語： Japanese　●教材： TAGAKI® 10 ～ 50

センター試験から共通テストへ、外部試験の導入等、大
学入試の変わり目の時代です。制度が変わろうとも、普
遍的な英語力を身につけられる方法があります。それは多読です。多読は英語
力アップに効果ありますが、費用がかかり、場所も必要、管理も大変、そんな
問題の解決方法を提案させていただきます。

mpi 英語プログラムは子どもたちが PC やタブレットを活用
して主体的に学ぶ e ラーニングプログラムです。指導者の役割は学習者の主体的
な学びを支えるサポーター。良質で豊富な英語のインプットにより、自然な英語
の定着を実現。コンセプトは”フォニックスを活用して身に付ける英語4技能”です。

株式会社mpi 松香フォニックス 教育事業部本部長　約 1000 名の生徒を抱えるmpi パートナー校とし
て、25 年に渡り mpi 教材及び教授法を用いて英語教室の運営に取り組んできた。2015 年度から mpi
英語教育アドバイザーとして公教育、民間英語教育の英語教育に関わり、2018 年 4月に現職に就任。

株式会社mpi 松香フォニックス
高塚　勝久 氏

小学校英語教科化に対応「mpi 英語プログラム」
～eラーニングで学ぶ英語4技能～

● 対象：幼児・小学生向け　●言語： Japanese　●教材： mpi 英語プログラム

英語は教えるものではなく、学ばせるもの。時代は「教育」
から「学育」へ。発想もやり方も根底から変えて無駄を省けば、聞く力、話す力、
読む力、書く力はもちろん、論理的思考力を最短で身に付けさせることができます。
定着率もモチベーションも高まる脳トレのようなレッスンをぜひご体感ください。

クチコミだけで生徒が集まる英語教室を 37 年間経営して来た実践家。どんな教材も独
自のアイディアで面白い教材に変えて結果に繋げる職人肌。歯に衣着せぬ語りで不動
の人気を誇る『スーパー英語教師うるとらうっち～のてんこもりブログ』の執筆者。

アプリコット出版株式会社
内山　京子 氏

無駄を省けばこれだけできる！想像力と思考力
を鍛えて定着率を高める新感覚指導術

● 対象：幼児・小学生向け　●言語： Japanese　●教材： READY for Learning World

●言語： Japanese

「書くこと」が正しくできずに「話すこと」は出来ないと
思い、　日本人の子供が creative writing に至るまでの過
程を長年かけて作り上げた方法をご紹介いたします。

ctm＆ctｍアカデミー代表取締役。CTP Lern to Read シリーズがアメリカで 1994 年出
版されたと同時に日本に紹介して以来 25 年、児童指導歴 30 年以上の経験から日本の
子供たちに最適な英語指導を実践してきております。

有限会社シィーティーエム
京　幸江 氏

「書くことは話すことにつながる」

● 対象：幼児・小学生向け　●言語： Japanese　●教材： My Journal Notebook




