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特別講演

情報交換会 / AFTER-SEMINAR REFRESHMENTS

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、株式会社マクミラン ランゲージハウス、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、株式会社エム
ズパブリッシング、有限会社シィーティーエム、株式会社エデュケーショナルネットワーク、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、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

マクミラン ランゲージハウス

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

エムズパブリッシング シィーティーエム

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

エデュケーショナル・ネットワーク

キッズマート

アイ・ピー・アイ

いいずな書店

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。

※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。

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。

令和の時代に求められる教育は何でしょうか。
急速なグローバル化、AI（人工知能）の進化に
よるシンギュラリティ、世界規模の環境問題・・・
etc.
まさに「予測不能な未来」が到来すると考えられ、保護者は我が子の教
育に不安を持っています。どんな教育が求められるのか考えていきたい
と思います。

21世紀型教育機構理事。香里ヌヴェール学院・学院長。聖ドミニコ学園カリキュラムマネージャー。
著書に「2020 年の大学入試問題」（講談社現代新書）「2020 年からの教師問題」（ベスト出版）

セミナーB

香里ヌヴェール学院

10：00～11：30
石川 一郎 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

「これから求められる教育」

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：80名
時間：90分

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。）

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

A-1

11：40～12：25

A-2

12：55～13：40

A-3

14：00～14：45

A-4

15：05～15：50

A-5

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

14：00～14：45

15：05～15：50

How can we encourage young learners to enjoy speaking 
English? In this workshop we will outline 5 effective strategies for maximizing 
speaking time in class using material from Let’ s Go 5th edition.

Rob Peacock currently works at Oxford University Press as an Educational Services 
Consultant and course coordinator of the Oxford Teachers' Academy in Japan. He has 
spent over 15 years in Japan teaching students of all ages as well as providing 
teacher support and workshops.

オックスフォード大学出版局株式会社
Mr. Rob Peacock

5 top tips for building communication 
skills in the primary classroom

Let’s bring to life a ‘sample’ lesson and learn how to use 
the stories, songs, chants, games and activities to engage all our young 
learners. We can then explore the underlying theory of Synthetic and Analytic 
Phonics and the Alphabetic Principle to understand why these approaches 
work best. Come and join me as we embark on the exciting journey in Oxford 
Phonics World.

Kaj Schwermer is the co-author of Oxford Phonics World and is renowned for his very 
active and entertaining presentations. He has been teaching EFL learners in Kansai 
for over twenty years and currently runs the oral communication and international 
programs at Suma Gakuen Jr./Sr. High School in Kobe.

オックスフォード大学出版局株式会社
Mr. Kaj Schwermer

Let’s voyage into Oxford Phonics World 
to help our students successfully learn phonics! 
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B-4
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近年、私立中学校の入試はさまざまな選抜方法が導入され
ていますが大学入試改革・小学校英語教科化に伴い、多様化する選抜方法の中で
もの英語入試を実施する学校が増えています。その最新動向をご案内します。

エデュケーショナルネットワーク　執行役員

株式会社エデュケーショナル・ネットワーク
藤川　亨 氏

多様化する中学入試
～私立中学英語入試の最新動向～

●対象：小学生向け　●言語： Japanese

私たちが子供たちに身につけさせたい英語力は「自己表現
ができる英語力」。自分のボキャブラリーでしっかり自己表現していくこと。その
ためにはその技術を身に着けさせるカリキュラムとその実践が欠かせません。ク
リティカルシンキングはその中の大切な一つ。　「自由に考え、恐れず発表するこ
と」を最も重要視するレッスンです。毎レッスンたった 15 分の実践で驚くほど子
供たちの表現力は変わっていきます。

株式会社エムズパブリッシング
Ms. Kelsey Zinninger

クリティカル・シンキングの実践と
小学生のプレゼンテーション

働き盛りに発症がみられ前頭葉の働きが停滞する「デジタル認知症」だが、デ
ジタルデトックスにより機能は回復しその症状は消えるという。乳幼児期から
デジタル機器に触れて育つ子供たちにその危険性はないのだろうか。今を生き
る子供たちへのプレゼントとして私たち大人が残せる文化は何かを考えたい。

幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭免許状、2014 年度第 9 回博報財団研究助成「小学
校における言語教育活動の活性化　－英語活動を主眼として活動を進める－」日本学校図書
館学会理事、日本多読学会理事、学校法人大阪医科薬科大学 高槻中学校・高等学校  教諭

株式会社三善
鬼丸　晴美 氏

―  読み聞かせにより育まれる感性は
　  生きる力に繋がるか　―

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

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

●対象：幼児・小学生向け　●言語： English　●教材： Oxford Phonics World

英語で自己表現をするプロセスを、Speaking for Speeches を
使いながら、一つ一つ実際の授業でどのように進めているかを、体感していただく
セミナーです。意見を述べるときに、どう生徒に考えてもらうのかをお伝えします。

Eunice English Tutorial 主宰。明治大学兼任講師など。「おもてなし会話術」を日本経
済新聞に連載、「ドラえもんはじめての英語辞典第二版（小学館）」など著。小学生か
ら大人までを対象に、英語で思考できる人材育成を目指しています。

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

宮下　いづみ 氏

英語で簡潔に自分の考えを話せるように
～生徒へアプローチ

●対象：中学・高校生向け　●言語： Japanese　●教材： Speaking for Presentations

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。

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

株式会社mpi 松香フォニックス
赤松 由梨 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

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

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

教育出版での営業経験 30 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
中井　伸治 氏

多読多聴で英語を好きになろう！！

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

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。

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
アントニー　ガードナ 氏

Developing Global and Cultural 
Awareness

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

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

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

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

私たちが子供たちに身につけさせたい英語力は「自己表
現ができる英語力」自分のボキャブラリーでしっかり自
己表現できることが目標です。そのために重要なことは適切なカリキュラムと
実践的な指導をすること。グラマー学習は子供を自立型話者にするためには欠
かせないカリキュラムです。教え方のカギをお伝えします。

Kelsey Zinninger has worked with children for the past decade. Her experience in both 
Japan and America, has given her the ability to see key differences in the way children are 
taught and how they learn in Japan. Her professional goal is to allow children to express 
themselves more openly and honestly in both their native tongue and English.

株式会社エムズパブリッシング
Ms. Kelsey Zinninger

小学生のGrammar 学習のカギと実践

●対象：幼児・小学生向け　●言語： English　
●教材： BasicEnglish Grammar for kids, Super English Grammar for kids

Kelsey Zinninger has worked with children for the past decade. Her experience in both 
Japan and America, has given her the ability to see key differences in the way children are 
taught and how they learn in Japan. Her professional goal is to allow children to express 
themselves more openly and honestly in both their native tongue and English.

●対象：幼児・小学生向け　●言語： English　
●教材： BasicEnglish Grammar for kids, Super English Grammar for kids

※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。




