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秋の英語教育ソリューションセミナー＆展示会秋の英語教育ソリューションセミナー＆展示会秋の英語教育ソリューションセミナー＆展示会
【 東京会場 】
10月25日（日）

【 大阪会場 】
11月1日（日）

【 福岡会場 】
11月8日（日）

【 名古屋会場 】
12月6日（日）

中学・高校英語教諭、英会話スクール担当者様へのご案内 参加費無料 /要事前申込

　１００年に一度とも言われる、２０２０年に向けた「教育改革」。そのカギを握るのが「英語教育改革」と言われています。
２０２０年度の大学入試から導入される、４技能を測る新しい英語テストの動向、また、グローバル人材の育成、ICT教育、アクティ
ブラーニングの必要性が叫ばれており、今後の英語教育はどの方向に向かうのか注目されています。
　英語教材専門会社のネリーズでは、中学・高校生の英語指導に携わる方々へ向けて特別講師の先生方と、ELT 出版各社及び関連企業各社を
お迎えし、最新の情報とソリューションをお届けするセミナーと展示会を開催いたします。

実施概要
［ 開催日程 ］

【参加費】無料　※要事前申込　【主　催】株式会社ネリーズ、株式会社三善、有限会社エーケー・ブックス 他　【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/201510.html　　
　　　　  FAX の方はこちら ⇒ 03-3556-7326（※ チラシ裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、ご返信ください。）

※各会場のアクセス、地図等の詳細は、WEBページをご覧ください。

※ 各会場ごとに事前申込みが必要となります。　（キャンセルとなる場合は、株式会社ネリーズ受付窓口までご連絡をお願いします。）
※ 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。　※講演の詳細につきましては、都合により変更となる場合がございます。

※各会場の講演者及び内容は変更になる場合がございます。

変わる大学入試とグローバル化
後藤 健夫 氏（教育ジャーナリスト、「大学ジャーナル」編集委員）

TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター５F　電話：03-3562-8522
TKP大阪本町カンファレンスセンター３F　電話：06-4400-5261
TKP博多駅前シティセンター８F　電話：092-433-2833
TKPガーデンシティ名古屋新幹線口８F　電話 : 052-955-6136

エリア
東京
大阪
福岡
名古屋

10月 25日 ( 日 )
11 月 1日 ( 日 )
11 月 8日 ( 日 )
12 月 6日 ( 日 )

11：00～ 17：00
（10：30受付開始）

日程 時間 会場

セミナープログラム
① 特別講演　セミナー会場A（定員数：東京50名、大阪70名、福岡60名、名古屋50名）

② 新刊＆教授法・デジタルソリューションセミナー　セミナー会場B, C（掲載順位不同）

4エリア

東京

福岡

大阪

名古屋

※ タイムスケジュールは裏面をご覧下さい。

プレゼンテーションの達人を目指して～4技能英語と発表教育～
高塚 勝久 氏（株式会社mpi 松香フォニックス　学校営業推進統括）

マルチデバイス型電子教材配信サービスのご紹介
津田 康弘 氏（京セラ丸善システムインテグレーション（株）電子書籍企画室長）
英語四技能向上のための反転学習
松永 正樹 氏（IGSシニア・コンサルタント コミュニケーション学博士）

高校生向け実用的英会話＆アクティブラーニングのご紹介
大河 誠 氏（株式会社ネリーズトレード・マクミラン営業課課長）

英語力＋ライフスキルを高める「Open Mind」の活用術
ダーレン・ハリディ 氏（マクミラン ランゲージハウス代表取締役）

21世紀に求められる「世界史民」と英語教育
トマス・ファースト 氏（岡山大学）

グローバル人材に必要とされるコミュニケーションスキル
アラン・マルコム 氏（ピアソンジャパン株式会社代表取締役社長）

（調整中・WEBに告知いたします）
阿部フォード恵子 氏（CALA 代表・TESOL 国際学会（本部米国）小学校部門国際委員長）

【内容】現在高大接続システム改革会議で大学入試改革が具体的に検討されている。この議論を踏まえつつ、これからの大学入試
の在り方や課題を解説。またアクティブラーンニングや、４技能を測る英語外部テスト、大学のグローバル化についても言及する。

これからの中高生に求められる力
福原 正大 氏
（「英語で考えるリーダー塾」igsＺ代表取締役）
【内容】2020 年度大学入試改革を迎え、グローバ
ルな金融の世界から教育の世界に転身した経験を
踏まえ、これからの中高生に求められるチカラを
語ります。

英語四技能向上のための反転学習
松永 正樹 氏
（IGSシニア・コンサルタント コミュニケーション学博士）
【内容】英語四技能向上に、オンライン英語学習教
材による授業外学習と、生徒主体のアウトプット
とアクティブラーンニングの反復学習について紹
介します。

中学・高校で必要な英語教育の取り組みとその具体例
久保 敦 氏
（立命館宇治中学校・高等学校国際教育センター長）
【内容】文科省から提言される新英語教育の指針を
もとに今後求められている中高での英語教育の内
容とその実践内容を紹介します。

語学力・思考力・判断力・表現力を同時に養成する手法
山中 純子 氏
（愛知学院大学・中京大学非常勤講師・国際多読教育学会理事）
【内容】グローバル化の対応に必要な語学力、コミュ
ニケーション能力だけでなく主体的な課題解決の
ための思考力、判断力、表現力の養成方法を語り
ます。



【お問い合わせ先】株式会社ネリーズ　（月～金：10：00 ～ 18：00）（土日祝日休み）　【東京】03-5275-6761　担当：養老、山ノ内　　【大阪】06-6136-8226　担当：勝山
　　　　　　　　 ※お客様の個人情報は、（株）ネリーズ及び、協賛各社の各種サービスの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

E - m a i l

ご　住　所

ご参加者名

貴　校　名

秋の英語教育ソリューションセミナー＆展示会　受付窓口　株式会社ネリーズ　宛

参加申込書

FAX

電話番号

参加会場

特別講演

東京　　　大阪　　　福岡　　　名古屋

　　　　　　A-1　　　　A-2

（ 学校　　自宅 ）〒
ご記入いただいた連絡先を○で囲んでください。

※ 参加希望会場、及び特別講演ご参加希望を○で囲んでください。

【 お申込 】　web の方はこちら ⇒ 
　　　　　 FAX の方はこちら ⇒ 03-3556-7326

教材展示

※会場イメージ

4エリア

ELT 出版各社及び関連企業各社による最新の教材展示及びプレゼンテーション

開催時間　11：00～17：00（常時開催しています）　
※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。

ELT 出版各社及びデジタルソリューション会社による最新の教材展示及びご説明会
② 新刊＆教授法・デジタルソリューションセミナー

4エリア

セミナー会場A
特別講演者セミナー90分

タイム
スケジュール

A-①　11：00～ 12：30
　　　（休憩）
A-②　14：00～ 15：30

B-①　12：30～ 13：10
B-②　13：20～ 14：00
　　　（休憩）
B-③　15：30～ 16：10
B-④　16：20～ 17：00

C-①　12：30～ 13：10
C-②　13：20～ 14：00
　　　（休憩）
C-③　15：30～ 16：10
C-④　16：20～ 17：00

セミナー会場B
教授法＆デジタルソリューションセミナー40分

セミナー会場C
教授法＆デジタルソリューションセミナー40分

※セミナー詳細は、WEBページをご覧ください。　　※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。

http://www.nellies.jp/seminar/solution/201510.html

各会場へのご案内

・JR中央線 東京駅 八重洲中央口 徒歩 5分　・JR京浜東北線 東京駅 八重洲中央口 徒歩 5分
TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター５F【東京会場】

アクセス ・大阪市営御堂筋線 本町駅 12 番出口 徒歩 1分　・大阪市営四つ橋線 本町駅 12 番出口 徒歩 1分
TKP大阪本町カンファレンスセンター３F【大阪会場】

アクセス

・JR鹿児島本線 博多駅 博多口 徒歩 2分 　・福岡市地下鉄空港線 博多駅 博多口 徒歩 2分
TKP博多駅前シティセンター８F　【福岡会場】

アクセス ・JR東海道本線 名古屋駅 太閤通口 徒歩 1分 　・近鉄名古屋線 近鉄名古屋駅 徒歩 5分 
TKPガーデンシティ名古屋新幹線口８F【名古屋会場】

アクセス

③ セミナースケジュール


