2019 年 10 月 15 日

株式会社 mpi 松香フォニックス

自分を英語で表現し、意見を英語で伝える力を身につける

「mpi TAGAKI®講座」
オンライン講座「gacco®(ガッコ)」にて 10 月 1 日(火)有料開講

株式会社 mpi 松香フォニックス(東京都渋谷区、代表取締役社長 竹村千栄子)は英語ライティングを通じて
「自分を英語で表現し、意見を英語で伝える力」を身につける「mpi TAGAKI 講座」を 2019 年 10 月 1 日(火)
に開講いたしました。この講座は大規模公開オンライン講座㈱ドコモ gacco が運営する「gacco(ガッコ)」
のプラットフォームを活用し配信いたします。

■「書く」だけでは終わらない TAGAKI
TAGAKI は日本語で表記すると「多書き」
。mpi が提供する新しい考え方の英語ライティング学習法です。日本人
の特色を考慮し、まず「書く」ことで自分の意見や考えをまとめ、それを「伝える」ことでコミュニケーション
につなげます。実際に英語をたくさん書きますが、単語ばかり 100 回書いたり、自分に関係のない英文を文法理
解のために書いたりする旧来の学習方法とは全く異なります。
本講座は、
「書く＝考える」と捉え、自分の言いたいこと、伝えたいことを、約 10 語～約 50 語の良質なサンプ
ル文を参考に、英語で「考えて」→「書いて」→「伝えること」の 3 段階をシンプルにくり返します。英語面だ
けでなく、メンタル面も同時にトレーニングするので、最終的にはライティング力だけでなく総合的な英語力が
身に付きます。また評価法として、Can-do 評価を取り入れました。自己評価することで、自分の弱点に気づき、
本講座の修了時点で様々なトピックについて書けて、話せるようになるスキルを習得します。
■講座概要
【講座名】 mpi TAGAKI 講座
【内容】 良質なサンプル文を参考に、英語を多書きすることで、「自分を英語で表現し、
意見を英語で伝える力」を習得します。動画を見ながら挑戦できるライティング問題も充実していま
す。講座修了者にはデジタル修了証が発行されます。

～本件に関する報道関係者様のお問い合わせ～
株式会社 mpi 松香フォニックス 広報課 担当：金子
TEL：03-5302-1651 FAX：03-5302-1652
E-mail：kaneko@mpi-j.co.jp
URL：https://www.mpi-j.co.jp

第１週 TAGAKI 理念 ・ TAGAKI 10
第２週 TAGAKI 20 ・ TAGAKI 30
第３週 TAGAKI 40 ・ TAGAKI 50
第４週 TAGAKI チャレンジ

・ TAGAKI まとめ

【学 習 期 間 】 4 週間程度(週 2-3 時間程度)
【費用】4,500 円(税別)
【受講申込先】 受講方法・受講申込などは、以下のホームページをご覧ください。

https://gacco.org/mpi/
尚、この講座は 2019 年 5 月に開講した「TAGAKI 英語 4 技能は”書く”が HUB」講座(無料)と内容は同じです。
■講師紹介
講師：松香洋子(まつか・ようこ)
株式会社 mpi 松香フォニックス 名誉会長
玉川大学文学部英米文学科、早稲田大学英語学専攻科卒業、カリフォルニア州立大学大学
院修了。オランダユトレヒト大学客員研究員として英語教育を研究。 現在、J-SHINE 小学
校英語指導者認定協議会理事、放送大学教員免許更新講習講師。日本にはじめて本格的に
フォニックス学習(発音と文字の関係性を学ぶ音声学習法)を導入、1979 年に松香フォニッ
クス研究所を設立。 読み書き指導中心の日本の英語教育に疑問を持ち、40 年にわたり「英
語でコミュニケーションができ、国際的なマナーを身につけた子ども」を育てる児童英語
教育の普及に貢献してきた。
講師：近藤理恵子(こんどう・りえこ）
株式会社 mpi 松香フォニックス 教育事業部 学校研修課主任
成蹊大学英米文学科卒業後、東京都公立中学校英語科教員を経て mpi の特別講師になる。
小学校英語指導員兼アドバイザー統括として 2016 年から三年間神奈川県大和市英語教育
推進業務に従事。大和市以外の小学校英語の研修講師として教員対象の研修を数多く実施。
松香洋子氏に師事し、TAGAKI⑩～㊿の執筆に協力。TAGAKI に関するワークショップを全国
で展開。現在、小学校英語セミナー担当、TAGAKI スキルアップセミナー担当、自治体への
研修、TAGAKI Advanced（TAGAKI 上級コース）の執筆協力中。

■2020 年にも新講座が開講予定
2020 年には、幼児に英語を教えたい方などを対象とした講座の開講も予定しています。
2020 年開講「mpi 幼児英語指導法コース」(予定)
ご自身のお子様に英語を教えたい方、幼児英語教室で教えている先生、これから親子英語を始めたい方に最適な e ラー
ニング講座です。

① mpi メソッド 未就園児・親子英語クラス指導法
⚫ 指導対象：2～3 歳児
⚫ 講座内容：この年齢の子どもが大好きな歌を様々なアクティビティを通して楽しく指導するコツや絵本を
読み聞かせだけではおわらせないで、会話活動につなげる手法をご紹介します。
② mpi メソッド 幼児英語クラス指導法
⚫ 指導対象：4～5 歳児
⚫ 講座内容：保育園・幼稚園で多く採用されている『The Sky Book』を通して、集団行動ができるよ
うになってきた年齢の子どもたちにあった歌と会話の指導法、英語を通して子どもたちの可能性を広げる
方法が学べます。
■株式会社 mpi 松香フォニックスについて
1979 年の創立以来、日本の子どもたちが世界の同世代と英語を使って会話やコミュニケーションができること

を目標に、
「英語のできる 15 歳」をキャッチフレーズとし、英会話教室の運営や、子どもに適した教材の開発、
「子どもか活躍する・通じる英語」を教えられる指導者の育成など、様々な活動を行っています。これからも「お
しえる」
「つくる」
「つたえる」の 3 点から日本の英語教育に貢献していきます。
[社 名] 株式会社 mpi 松香フォニックス
[代 表者] 竹村千栄子(たけむら・ちえこ)
[設 立] 1979 年 7 月
[所 在地] 東京都渋谷区代々木 2-16-2 甲田ビル 2F
TEL：03-5302-1651
[U R L] https://www.mpi-j.co.jp/
[事業内容] 英語教材開発・出版・販売、英語教室運営、英語指導者研修・養成講座運営、小学校サポート事
業、会員制度実施
※TAGAKI は登録商標です。特許出願中。

■株式会社 ドコモ gacco について
『ドコモ gacco(ガッコ)』は、NTT ドコモの教育事業の中核子会社として、大学レベルの講義を受けられる
MOOC※(大規模公開オンライン講座)プラットフォーム「gacco」の運営を通じ、人生 100 年時代をより豊かに過ご
すために学びたい方々を応援しています。法人向けには、社員の方のリカレント教育促進のための MOOC 講座の
提供やデータ連携のみならず、受講者を限定した法人独自の研修配信サービスや研修コンテンツも提供していま
す。
[ 社 名 ] 株式会社ドコモ gacco
[代 表 者 ] 嶋本由紀子(しまもと・ゆきこ) [ 設 立 ] 2009 年 9 月 18 日
[所 在 地 ] 東京都港区南麻布 1-6-15 アーバンネット麻布ビル 1 階
[ U R L ] 企業ページ http://gacco.co.jp/ 講座ページ https://gacco.org/
[事業内容] オンラインで学べる大学講座「gacco」の運営、映像企画・制作、法人向け研修コンテンツの提供
[ 株 主 ] 株式会社 NTT ドコモ、エヌ・ティ・ティラーニングシステムズ株式会社、株式会社デジタル・ナレッ
ジ
※MOOC とは：Massive Open Online Courses の略称で、
「大規模公開オンライン講座」と訳されます。Web 上で誰でも参加可
能な大規模な講座を提供し、修了者に対して修了証を発行する教育サービスです。2012 年より米国を中心として、主要大学
および有名教授により公開され、2018 年末現在で、世界中から 1 億 100 万人以上が受講しています。 ＊「gacco®」は株

式会社ドコモ gacco の登録商標です。

