
10月30日（日）10:10～17:00
(9:45開場）

大阪会場

ご注意点

受付 ご来場当日は、メールでご案内します「受講票」をご持参のうえ、受付へご提示ください。会場受
付時にご自身の「名刺を２枚」ご用意ください。（GUESTパスに使用いたします）
セミナー講演は自由席となります。お早めにご来場のうえ、前列よりご着席ください。

【参加費】無料　※要事前申込　
【主　催】株式会社三善、有限会社AK Books、株式会社ネリーズ　

【協　賛】ELT出版各社及び関連企業各社

【申込み】WEBの方はこちら ⇒ http://www.nellies.jp/seminar/solution/2016autumn.html　　

　　　　  FAX の方はこちら ⇒ 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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《最新》ELT教材指導法実践セミナー《最新》ELT教材指導法実践セミナー《最新》ELT教材指導法実践セミナー

幼児・小学生の英語を指導する関係者様へのご案内 参加費無料 /要事前申込

TKP新大阪カンファレンスセンター6F

幼児・小学生を指導する小学校教諭、英会話スクール、英語教育関係者様等を対象に、「2016英語教育ソリュー
ションセミナー＆教材展示会」を開催いたします。
ご周知の通り、日本の英語教育変革期において、その気運は益々高まりを見せています。社会のグローバル
化が急速に進展する中で、 国際共通語である英語によるコミュニケーション能力の向上は重要な課題の一つ
です。
新刊を含む ELT 教材情報や最新情報、より実践的な指導法・活用法をご提案いたします。日頃の生徒指導
の新たな気づきや、具体的な指導法、また出版各社の ELT 教材が一堂に集まる、情報交換できる機会とし
て活用ください。

2016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

● JR 東海道本線 新大阪駅 北口 徒歩 5分 
● 大阪市営御堂筋線 新大阪駅 4 番出口 徒歩 2分 

E - m a i l

ご　住　所

ご参加者名

貴　社　名
貴　校　名

2016 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　受付窓口　株式会社ネリーズ　宛

参加申込書　　FAX: 03-3556-7326

FAX

電話番号

参加希望
セミナー

セミナーA
□ A-1 mpi 松香フォニックス
□ A-2 オックスフォード大学出版局
□ A-3 アプリコット出版
□ A-4 ケンブリッジ大学出版
□ A-5 アプリコット出版
□ A-6 オックスフォード大学出版局

セミナー B
□ B-1 三善
□ B-2 ピアソン・ジャパン
□ B-3 センゲージ ラーニング
□ B-4 mpi 松香フォニックス
□ B-5 ピアソン・ジャパン
□ B-6 シー・ティー・エム

セミナー C
□ C-1 エム・ワイ・アソシエイツ
□ C-2 スカラスティック
□ C-3 マクミラン ランゲージハウス

□ ELT 教材展示会のみ

（ 勤務先　　自宅 ）

〒
ご記入いただいた連絡先を○で囲んでください。

※ ご参加希望
　 セミナーに
　 レ点を記入
　 ください。

WEBの方はこちら ⇒ http://www.nellies.jp/seminar/solution/2016autumn.html

10月30日（日）大阪会場

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目 1-4 ＫＤＸ新大阪ビル　TEL: 06-4400-5256

TKP新大阪カンファレンスセンター6F

【お問い合わせ先】株式会社ネリーズ【東京】03-5275-6761　担当：養老、山ノ内　　【大阪】06-6136-8226　担当：勝山 
　　　　　　　　  株式会社三善　03-3398-9163　担当：阿部
　　　　　　　　  有限会社 AK Books　029-872-3484　担当：阿部
　　　　　　　　  ※お客様の個人情報は、主催 3社と協賛各社の各種サービスのご提供にご活用させていただきます。
　　　　　　　　  ご不要の場合は右のチェックをご記入をお願いいたします。　　□ 案内不要
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セミナーA セミナーB セミナーC

ELT教材展示

指導法実践セミナー / 10：10～16：10 / 3会場、15セミナー開催 / 要事前申込
定員50名 / 各 40分 定員50名 / 各 40分 定員50名 / 各 40分

9：45～ 16：30

お楽しみ抽選会 16：30～ 17：00

Let’s Go ‒ to the pubic primary classroom!

Mr. Robert Peacock

In this workshop we will look at flexible, engaging teaching techniques 
using Let's Go which have been recommended to public primary 
homeroom teachers in a special program in Otsu city, Shiga prefecture.

Teacher Trainer,  Oxford University Press
Rob Peacock currently works at Oxford University Press as a teacher trainer and course 
coordinator of the Oxford Teachers' Academy. He has spent over 14 years in Japan teaching 
students of all ages as well as providing teacher support and workshops.

『21世紀型スキル』とは？クラスで効果的に取り入れ、
子どもたちに使える英語を！

Ms. Beejay Egougan

小学生の英語学習は今変わりつつあります。今回ご紹介する “Explore Our 
World” は、楽しいのはもちろんのこと、子ども向けナショナルジオグラフィック
コンテンツを使い、国際色豊かな雰囲気の中、子どもに自立した思考を身に付け
させ、教室で学んだことが外に出た時役立つよう工夫されています。是非、新し
い発見をしにいらしてください！（Presentation in English）

広島 YMCA 英語講師。9 年に渡る英語指導の経験を持ち、現在広島 YMCA にて幼児から
大人まで幅広く指導。また、イマ―ジョンプログラムにおいて、"Our World" のプロジェク
トコーディネーターとして特別プログラムの企画、開発にも携わっております。

First Steps to 21st Century Skills Building and 
Oral Proficiency for Very Young Learners

Ms. Ann Mayeda

We sometimes underestimate the capability of our very young learners and tend to 
be over protective. Therefore, the English lessons we run for our kindergarten 
students often teaches English in very small amounts and focuses mainly on teaching 
just the language. However, surprisingly, very young learners are also able to 
participate in 21st century skills learning and start to engage in critical and creative 
thinking, work collaboratively with their classmates and communicate effectively. Of 
course, this needs to be done in the right way in small doses with lots of fun. In this 
presentation, Ann Mayeda will show teachers of very young children how we can 
start introducing the 21st century skills in a non-obtrusive and engaging way.

甲南女子大学 講師 / 専門分野：児童英語教育、外国語習得論

シャ読 (シャドーイング＋多読 )で本を楽しみながら読む力を育むABC4YOU

鈴木 祐子 氏

近年注目の多読にシャドーイングを取り入れた「シャ読」により、子どもたちは
英語の本を楽しみながら読む力を身につけることができます。その方法、及び、
生徒達の様子を紹介します。

ABC4YOU 自由ケ丘英語教室主宰。乳幼児～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。保育士 ( 国家資格 )。多読カウンセラー。

絵本で育てる子供の主体性と想像力を用いた
アクティブ・ラーニング実践法

赤松　由梨 氏

教材としての絵本のメリットを兼ねそろえ、目的別に６～８トラックある CD 付
きの mpi オリジナル絵本を使って、生徒が生き生きと活躍する授業展開法をお伝
えします。

ｍpi 松香フォニックス教育アドバイザー
J-SHINE トレーナー

4技能の基礎力を養い、さらに育てていく、
バラエティーに富んだスカラスティック社の学習教材の活用方

関口 こずえ 氏

4 技能のさらに基礎となるリスニングとリーディング学習にお勧めの音声付きリー
ダーセットの活用方をご紹介します。生徒のさまざまな英語や成長レベルに沿っ
たレッスンの広げ方もご紹介します。

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、ス
カラスティック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。

オックスフォード大学出版局

ケンブリッジ大学出版

センゲージ ラーニング

mpi 松香フォニックス

ピアソン・ジャパン

アプリコット出版 シードラーニング

スカラスティックマクミラン ランゲージハウス

シー・ティー・エム アイ・ピー・アイ

※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。

参加出版社おすすめのELT教材を多数取り揃えております。

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。

セミナーA-3　12：10～12：50 　アプリコット出版

セミナーA-2　11：10～11：50　オックスフォード大学出版局

セミナーA-1　10：10 - 10：50 　mpi 松香フォニックス

セミナーA-5　14：30～15：10 　アプリコット出版

セミナーA-6　15：30～16：10 　オックスフォード大学出版局

セミナーB-1　10：10～10：50 　三善

セミナーB-2　11：10～11：50 　ピアソン・ジャパン

セミナーB-5　14：30～15：10 　ピアソン・ジャパン

セミナーB-4　13：30～14：10 　mpi 松香フォニックス

セミナーB-3　12：10～12：50 　センゲージ ラーニング

セミナーC-1　13：30～14：10 　エム・ワイ・アソシエイツ

セミナーC-3　15：30～16：10 　マクミラン ランゲージハウス

セミナーC-2　14：30～15：10　スカラスティック

Activity を通して、体験的に楽しく学ぶフォニックスアプローチ

赤松　由梨 氏

英語は文字の綴りと発音が違うので読み書きに苦労する言語です。このセミナー
では Activity を通して読み書きだけでなく、4 技能まで育てるフォニックスのア
プローチ方法をお話します。

ｍpi 松香フォニックス教育アドバイザー
J-SHINE トレーナー

「中学への橋渡し」のための新しい文法アプローチ

河原 弘実 氏

日本の子ども達のために作られた Learning World シリーズ。シリーズ全体の特
徴と 2017 年に加わる「中学への橋渡し」のための新テキスト Learning World 
BRIDGE をご紹介します。文法用語を使わずに「機能」から導入し、最後には自
分の意見を発表するまでの流れの実際をお見せします。

海外での日本語教師を経て、私立幼稚園、公立小学校、英会話スクールの英語講師となる。
教育委員会委嘱の英語教育アドバイザーを経て、現在はアプリコット出版英語教育アドバイ
ザーとして、小学校教員研修、セミナー講師を務め、教材開発に携わっている。

「中学への橋渡し」のための新しい文法アプローチ

河原 弘実 氏

日本の子ども達のために作られた Learning World シリーズ。シリーズ全体の特
徴と 2017 年に加わる「中学への橋渡し」のための新テキスト Learning World 
BRIDGE をご紹介します。文法用語を使わずに「機能」から導入し、最後には自
分の意見を発表するまでの流れの実際をお見せします。

海外での日本語教師を経て、私立幼稚園、公立小学校、英会話スクールの英語講師となる。
教育委員会委嘱の英語教育アドバイザーを経て、現在はアプリコット出版英語教育アドバイ
ザーとして、小学校教員研修、セミナー講師を務め、教材開発に携わっている。

Oxford Phonics World - Bringing Phonics into the 21st Century

Mr. Kaj Schwermer

Oxford Phonics World combines solid 20th century early literacy 
principles with 21st century ideas. This workshop will explore ways to 
use stories and songs to encourage creativity and independence in 
your classroom. 

Co-author, Oxford Phonics World
Kaj Schwermer, co-author of Oxford Phonics World is renowned for his very active and 
entertaining presentations.  He has been teaching EFL learners in Kansai for fifteen 
years and currently runs the oral communication and international programs at Suma 
Gakuen Junior High School and High School in western Kobe. He is the owner of Eureka 
Learning Studio in Osaka.

From Listening to Communicating with SuperKids

Ms. Aleda Krause

Listening is the most important skill for children learning English. But children in 
Japan have few chances outside the classroom to hear English they can understand. 
Active listening tasks to introduce and practice language are absolutely necessary, 
right from the first lesson--and you'll find them in SuperKids. Then, after our young 
students have absorbed English by listening, we need to encourage them to speak 
and communicate, using the language items they have already learned. Many 
communication activities follow naturally from listening activities. In this presentation, 
the steps from listening to speaking as we do it in SuperKids will be demonstrated. 
Come prepared with clean ears and lots of energy, so you can go home with many 
ideas to help your students along the path from listening to speaking.

『SuperKids』著者 / 聖学院大学 講師

多様化する英語教育の中で今、小学生が学んでおきたい文法

伊藤　真美江 氏

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！

有）エム・ワイ・アソシエイツ　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。

子どもたちのモチベーションを保てるコースブックの条件とは？

桜田　満 氏

子どもたちの学習意欲を長期間保つことはとても大変です。そこで、子どもたち
のやる気を継続的に引き出すことができる仕掛けが詰まったテキスト「Happy 
Campers」をご紹介します。

マクミランの ELT コンサルタント。アメリカで育つ。日本人英語学習者の弱点克服に幅広
い知識があり、英語教師経験も持つ。

※ 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。
※ 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。

※( 有 ) エム・ワイ・アソシエイツから
2016 年 10 月、社名を変更いたしました。

セミナーA-4　13：30～14：10 　ケンブリッジ大学出版

Guess What! を通して小学生から始めるCLIL
考える力と発見する楽しさを学ぶために

吉野 ゆあさ 氏

Guess What ！では、小学校から始められる思わず夢中になってしまう CLIL の
アクティビティを通して、子ども達が自分で考える力、発見する楽しさを学ぶよ
う工夫されています。もちろん楽しい歌やチャンツ、工作も満載！ケンブリッジ
大学出版がご提供する小学校英語教育の世界、ぜひ覗きに来て下さい。

ケンブリッジ大学出版　ELT Representative
英国リーズ大学大学院 MA TESOL Studies 専攻。 帰国後バイリンガルの乳幼児教室での
ティーチャーを経て、現在はケンブリッジ大学出版 ELT Representative となり教材片手に
笑顔で全国飛び回っています。

セミナーB-6　15：30～16：10　シー・ティー・エム 
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。

京 幸江 氏

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。

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。




