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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、スカラスティック社、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 マグロウヒル・エデュケーションマクミラン ランゲージハウス

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 スカラスティック社

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。

※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。

大学入試が変わる。深い理解力と思考力、判断力、
表現力が重視され、自分の考えを編成し論理的に表
現する能力を問う方式になる。英語においては、4 技能の統合的な運用能力が
求められる。グローバル時代を生き抜く子どもたちに必要となるこれからの英
語教育について、みなさんと一緒に考えてみたい。

横浜国立大学大学院修了、 文科省第４期中教審外国語専門部会委員、 SELHi 評価企画委員、 学習指
導要領作成協力委員、 実践英語音声学会理事、 日本教育アクションリサーチネットワーク副代表、 
日本児童英語教育学会理事他。

セミナーA

文教大学 教育学部 英語専修 教授

10：00～11：30
金森 強 氏

会　場

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

「グローバル時代を生き抜く、
子どもたちの英語教育を考える」

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：100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。）

いいずな書店

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：100名
時間：各45分

定員：100名
時間：各45分

定員：100名
時間：各45分

A-1

11：40～12：25

A-2

12：55～13：40

A-3 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

14：00～14：45
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

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

16：10～16：55

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

Midisaurus を使って、幼児から小学生に適した楽しく効
果的なアクティビティーをご紹介します。教室とご家庭をつなぐアプリもご紹
介します。

英語指導歴 15 年。多くの語学学校で　カリキュラムやマニュアルの作成、トレーニン
グを手がける。現在、マグロウヒル・エデュケーションコンサルタント。

マグロウヒル・エデュケーション
竹内　栄子 氏

Midisaurus: デジタル＋プリント教材を
活用したレッスンの紹介

B-1

B-2

B-3

B-4

B-5

C-1

C-2

C-3

C-4

C-5

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

This session will introduce you to a new combination in textbooks - English Land and English Language 
Booster. English Land introduces English to young learners with the help of a cast of well-loved Disney 
characters. English Language Booster complements this series by providing extra vocabulary, phonics, 
reading, handwriting, CLIL and projects that tap into your students' imagination and creativity to get 
them motivated to speak more. The presenters are the co-authors of English Language Booster

アンドリュー・ランクシャー　先生
郡山ザベリオ学園小学校英語科主任。神田外語大学の児童英語教育者向けトレーニングモジュー
ルも担当。「English Language Booster」共著者。
清野 明子　先生
自身の英語教室を運営。塩尻市教育委員会のティーチャー・トレーナーや、ベネッセのワールド
ワイド・キッズのスーパーバイザーも経験。「English Land」「English Language Booster」共著者。

ピアソン・ジャパン株式会社
アンドリュー・ランクシャー 氏 / 清野  明子 氏

Boost your students with English Land 
and English Language Booster

●対象：幼児・小学生向け　●言語： English　●教材： English Land, English Language Booster

スカラスティック社といえば、ボックスに入ったやさしいレ
ベルのリーダーセット！サイトワード、フォニックス、文法、会話、CLIL、STEM、
などなど。実は幅広く使える万能リーダーなのです。リーディング、リスニングは
もちろん、ライティングやスピーキングにもつなげる活用法をご紹介します。

米国大学にてリーディング指導法専攻（幼児教育副専攻）。アメリカ公立小学校でリーディン
グ専科教員として勤務。日本では、インターナショナルプリスクールにて 2 歳から 6 歳まで
の子どもたちを指導。 2002年よりスカラスティック社の教育コンサルタントとして活躍中。

スカラスティック社
関口　こずえ 氏

読むだけじゃもったいない！スカラスティック社
ボックスリーダーの活用法！4技能につなげる！

●対象：幼児・小学生向け　●言語： Japanese 　
●教材： Sight Word Readers, Phonics Readers, First Little Comics, and more 

●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： Japanese　
●教材： MidiPhonics, Midi English Kindergarten

子供の知的・拡散的・共感的好奇心と学びの定着には密
接な関係があります。本プレゼンテーションでは、新登
場の幼児向け教材 Dora the Explorer よりアクティビティを幾つか取り上げ、
なぜ子供に「総合的な学び」が必要なのか、そしてどのようにそれを構築でき
るかについて考察します。

大手英会話学校勤務後、英会話教室を運営し幅広い年齢層の学習者を指導。現職ではコ
ンテンツマーケティング、ティーチャートレーニングなどに従事。10年以上の英語指導・
教師トレーニングの経験を活かしたプレゼンテーション、歌・チャンツに定評がある。

オックスフォード大学出版局株式会社
芦川　尚子 氏

子供への総合的な英語指導を考える

●対象：幼児・小学生向け　●言語： Japanese　
●教材： Learn English with Dora the Explorer

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。

mpi エリアマネージャー、教育アドバイザーとして、自治体、小中学校での英語研修、ワー
クショップを担当。私立小学校でのフォニックス指導経験。主宰英語教室で幼児から
大人までを対象とした英語指導暦 35年。

株式会社mpi 松香フォニックス
堀内　洋子 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

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。　

株式会社いいずな書店
佐々木　健 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。

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

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

●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

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。

2001 年 4 月「生きた英語を学ぶ幼児・児童のための英語教室」エムズ英会話を群馬県高崎
市に開校。18年の英語教室での指導・運営で、現在は高崎市3校・前橋市1校の4教室。また、
2005 年 9 月 M’ s Work Books シリーズ STEP1 出版。株式会社ネリーズでの販売開始。エ
ムズオリジナルワークブックは有名私立小学校でも導入されています。

株式会社エムズパブリッシング
小学生のGrammar 学習のカギと実践

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

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

伊藤　真美江 氏

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

要事前申込

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。

2001 年 4 月「生きた英語を学ぶ幼児・児童のための英語教室」エムズ英会話を群馬県高崎市に開校。18 年の英語教
室での指導・運営で、現在は高崎市3校・前橋市1校の4教室。また、2005年9月M’s Work BooksシリーズSTEP1出版。
株式会社ネリーズでの販売開始。エムズオリジナルワークブックは有名私立小学校でも導入されています。

株式会社エムズパブリッシング
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

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

伊藤　真美江 氏

※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。




