名古屋

2017 幼児・小学生向け英語教育ソリューションセミナー＆教材展示会
〜小学校英語履修化直前対策〜 最新★英語 4 技能指導法セミナー

セミナー A
セミナー A-1

10：10 - 10：50

指導法実践セミナー / 10：10〜16：10 / 2 会場、11 セミナー開催 / 要事前申込
セミナー B 定員 50 名 / 各 40 分

定員 50 名 / 各 40 分
ナショナル ジオグラフィック ラーニング

セミナー B-1

『世界の扉を開く最初の 1 歩を、リアルワールドとコミックで描く
新しいコース “All Together” で！』

ベルリッツ・ジャパン株式会社

セミナー A-2

11：10〜11：50

野中 美恵 氏

セミナー B-2

株式会社エムズパブリッシング 代表取締役
エムズ英会話 代表
子ども英語の第一線で生きた英語の指導に日々格闘。
講師の目線で M'S オリジナル ワークブック シリーズを出版。

mpi 松香フォニックス

セミナー B-3

アプリコット出版

シードラーニング

12：10〜12：50

三善

エムズパブリッシング

絵本の読み聞かせと「シャ読」で育もう、読書愛と英語力

絵本を楽しみながらシャドーイングする「シャ読」は読解力や発音だけでなく、
会話力、作文力などのアウトプットにも効果的です。まずは絵本の読み聞かせに
「シャ読」を取り入れてみませんか。

マクミラン ランゲージハウス

鈴木 祐子 氏

野中 美恵 氏

ABC4YOU 自由ヶ丘英語教室主宰。乳幼児から大人までを指導。絵本読み聞かせ、歌、多
読指導を得意分野とする。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・
高校の多読アドバイザーも務める。保育士（国家資格）

mpi 松香フォニックス教育アドバイザー
西日本エリアマネージャー

ピアソン・ジャパン

セミナー B-4

Big English: Planning for Success

シー・ティー・エム

京 幸江 氏

ISS 国際交流センター

私立・公立小学校や私塾（ctm アカデミー）にて 30 年以上英語を指導し、その経験を生か
したテーマのある絵本を用いて " 英語で教える " 教授法、
『ミセス・ミヤコ絵本メソッド』
を確立。全国で絵本セミナーも展開している。

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。アジア地区の様々な先生方とコラボレーションし、教室内のストレスを解消する策
や子どもたちの成長を可視化するサポートに注力している。

アイ・ピー・アイ
セミナー B-5

14：30〜15：10

ISS 国際交流センター

Embracing all the What-ifs in you English classroom

海外研修の最新動向、グローバル教育の実践・事例研究

もし、子どもたちが大好きなディズニーのキャラクターやストーリーを使って、英語教育
の基本をしっかり押さえた実践的なアクティビティを学べるとしたら？とはいえ、万人に
効果をもたらすコースブックなんてあるのでしょうか？どんなに素晴らしいコースブック
でも、私たち教師はいつでもたくさんの "What-if" に立ち向かわなければならないのです。
このセミナーでは、先生方が教室で遭遇するであろう様々な "What-if" に応えながら、ど
のようにコースブックを活用すればいいのか、多彩なヒントを共有させていただきます。

26 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。

清野 明子 氏

シー・ティー・エム

CTP の優しい絵本の中には文法項目、複数、３単現、代名詞、過去形、受け身、進行形、
などが出て来ます。「文法」を「勉強」としてではなく、自然な文章の中で学ぶ内
に自分の言葉として使えるようになります。

田口 佳代 氏

ピアソン・ジャパン

13：30〜14：10

スカラスティック

CTP 絵本を使って中学で習う文法を自然なかたちで身に付ける。

このセミナーでは、ピアソンの Big Series を支える３つの柱、
「Assessment
for Learning」「CLIL」「21 世紀型スキル」について、これらがどのように効果
的に子どもたちの学習意欲を向上させ、参加意識を高めるのかについてお話しい
たします。また、ワークショップ形式でテキストブックの主なセクションの目的
やレッスン・フローについて触れてまいります。

14：30〜15：10

mpi 松香フォニックス

CALA International 代表、教師研修指導者、言語文化 Educator, Author

4 技能をバランスよく練習しながら、子どもの能力をさらに伸ばすことができるア
プローチをお伝えします。８つのルールをチャンツで楽しく定着させて、自分で
絵本を読めるようになるまで導くアプローチをご紹介します。

セミナー A-5

シードラーニング

阿部フォード恵子 氏

４技能を活用したフォニックスアプローチ

13：30〜14：10

11：10〜11：50

主体性を伸ばす英語活動を、副教材としての Readers 中心に挑戦してみません
か？リーダースでの５領域指導は学習を活性化し、Communicative Learning 力
を向上します。体験してみませんか ?

伊藤 真美江 氏

セミナー A-4

ナショナル ジオグラフィック ラーニング

小中高学年からリーダース導入の主体的対話的いきいき英語活動

EFL の語学習得のために文法学習は大切な役目を果たします。文法は本来「生きた
英語」を使うためのもの。英語嫌いを作り出す英語学習の敵ではありません。
小学生にわかりやすく導入する実践をご案内します！

12：10〜12：50

ピアソン・ジャパン

mpi 松香フォニックス教育アドバイザー
西日本エリアマネージャー

エムズパブリッシング

9：45 〜 16：30

出版社おすすめの ELT 教材を多数取り揃えております。

絵本を取り入れたレッスンといえば、読み聞かせだと思っていませんか？子ども
が大好きな絵本を、様々なアクティビティーを通して、子どもが自ら考え気づき
が生まれるような立体的なアプローチをご紹介します。

キッズアンドティーンズ QA スペシャリスト 西日本

小学生のための分かりやすい Grammar の実践

セミナー A-3

mpi 松香フォニックス

絵本の世界で子どもたちが活躍できる
アクティビティベースのアプローチ

動物たちのおもしろい写真や世界を感じられるリアルな写真、楽しいコミックや
他教科と連携した “Wonderful World” ページは、子どもたちの興味や発話を促し、
続く “Project” で既習事項を発展、発表に導きます。セミナーでは、魅力満載の
新コースのすべてをご紹介いたします。

Ms. Cheryl Holdcroft

10：10〜10：50

ELT 教材展示

※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。

大村 康浩 氏
名古屋支店

支店長

早稲田大学卒業後、コロンビア大学ティーチャーズカレッジで英語教授法修士号を取得。長野県松本市にある
自身の英語教室で、幼稚園児から小学 6 年生を指導して 10 年以上になる。グループで学習するダイナミック
さと個々のニーズに答えた学習を融合させた、現代版「寺子屋」スタイルでの教育に従事。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を務めた経験をもつ。

※ 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。

セミナー A-6

15：30〜16：10

スカラスティック
アイ

※ 各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。

真のアクティブラーニング！ 多聴・多読指導の中で培う四技能 + I

指導の中で培える四技能 + I の「 I 」とは何か。生徒一人ひとりに寄り添い、持続
可能な学習の基礎を考える。オンライン多読教材「ブックフリック」を使いこな
す秘策を伝授。

鬼丸 晴美 氏
明星中学校・高等学校教諭、日本多読学会理事、日本学校図書館学会理事
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お楽しみ抽選会

16：30 〜 17：00

セミナー終了後に「お楽しみ抽選会」を開催 !! なかなか揃えて購入しないよ
うなものや、教室にあったら嬉しいグッズなど、イベントに参加いただいた
方へのお得なプレゼントをどーんとご用意しました。是非、ご参加ください。
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