


Course 1

松香洋子     12人のプレゼンター

David Staggs has worked in Japan as an 
English instructor and trainer for over 23 
years. He is the co-author of the Building 
Blocks Library series. He is the owner of 
Family Tree English School in Shizuoka.

Yasuko Hirata has worked for Yokohama 
YMCA Language School  over  13 years.  
S h e  i s  t h e  e l e m e n t a r y  p r o g r a m  
c o o r d i n a t o r  o f  Y o k o h a m a  Y M C A  a n d  
teacher trainer of WE CAN!

イギリス出身。1992年から15年間、日本の中学校
及び民間の英語教室で教鞭をとる。その後、10 年
間のイギリスでの小学校教員・教頭の経験を経て、
再度日本へ。「Globe Walker 1」「QAシリーズ」「英
会話たいそう」他 著 (mpi 刊 )

「ドラえもんはじめての英語辞典第二版」「ドラえ
もんはじめての英語図鑑」など著（小学館）。「お
もてなし会話術」を日本経済新聞に連載中。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。Nagoya Osaka

Tokyo Fukuoka

10/13 sun

10/27 sun 11/3 sun

10/20 sun

コトバンク 株式会社
経営担当責任者 小泉 純

橋本 恭伸

語学コーチングスクールPRESENCE

株式会社 Digika

PRESENCEコーチ(TOEFLコース＆発音矯正コース＆学生事業責任者)

代表取締役社長 加藤 早苗

株式会社 インターカルト日本語学校
代表

矢野 慎一郎

文部科学省 初等中等教育局
教科書調査官 池田 勝久

各エリア3名の様々な「自分の仕事」をもっている方々に自分の仕事や理念を語って
いただきます。その後、参加者同士で「対話タイム」をもちます。
日本の教育の未来はいかに？

の挑戦session

1

Active Learning が求めているものは何か？

session

2

教えない → 代わりに問いをなげかけて「本物の答え」を導き出す

未知の人の状況に関心をもつ → そして自分の場合を考える

見る・考える・書く・話す・聞く →　「教える人・教わる人」でなく「みんな」で何が楽しいか自覚する

挑戦１

挑戦2
挑戦3

松香洋子     12人のプレゼンター

アクティブラーニングを支える
mpi 式フォニックス
～音への気付きからフォニックス、アクティブラーニングへ～
小学校英語教科により児童への文字指導が必須になることで、ますますフォニック
スへの関心が高まっています。mpi は日本のフォニックス指導のパイオニアとし
て40年に渡り「フォニックスを活用して英語4技能」を実践してきました。フォニッ
クスで読み書きのできる自立した学習者になることは、アクティブラーニングの実
践に繋がります。ワークショップでは音への気付きから実践的なフォニックス指導
まで、年齢や段階、状況に合わせて教材の選び方、そしてアクティブラーニングに
繋げていくまでの指導法を多彩な講師陣と共に学びます。

フォニックスワークショップ

読み聞かせで終わらせない、
絵本で始めるアクティブラーニング
～子どもの創造力・主体性はこうやって身につく～
mpi 松香フォニックスのオリジナルの人気絵本シリーズ 9 冊から、「Where's 
Sam? 」「A Trip to Grandma’ s House」をご紹介します。カラフルで楽しいこれ
らの絵本で、どのように子供たちと一緒に聞き、読み、考え、話し合い、書いて楽
しんでいくのか、そのテーマの見つけ方やアクティビティをご紹介します。レッス
ンの中での様子、宿題の出し方などのバリエーションもご覧ください。
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～生徒がもっと楽しくコミュニケーション活動として
英語に積極的に取り組むレッスンをしよう～
We’ re really excited about this year’ s seminars because we’ re going to focus on each 
section of one unit in detail. Attendees will develop a very clear understanding of how 
the WE CAN! system works and how the series gets students actively involved in 
learning and speaking English.
Our main goal in the seminar is to present ideas and activities that attendees can 
immediately apply to their lessons to make their classes more fun, easier to prepare, 
and to help students achieve goals.

WE CAN! ワークショップ 前半・後半

絵本ワークショップ

山内 由紀子
mpi 松香フォニックス
教育アドバイザー

田縁 眞弓
ノートルダム学院小学校
京都教育大学 非常勤講師

伊藤 明美
mpi 松香フォニックス
教育アドバイザー

貞野 浩子
mpi 松香フォニックス
教育アドバイザー

宮下 いづみ

Presenter

Presenter

Eunice English Tutorial 主宰
明治大学兼任講師 など

Damien Pratt
玉川学園小学部
バイリンガルプログラム コーディネーター

英会話 Family Tree 主宰

横浜YMCA
小学生プログラムコンサルタント 教師トレーナー 

David Staggs

平田 やす子

株式会社 ドコモgacco
ビジネスプロデュース事業部 
アカウントスペシャリスト 中野 皓太

山田 未知之
株式会社 私塾界
代表取締役

赤塚 大輔
英進館 株式会社
教務本部課長

伊藤 謙

株式会社 ボーダーリンク
部長

Presenter

使用教材 使用教材・Superstar Songs        ・This is Phonics                       　　                                                                                  ※大阪会場のみ・WE CAN! Phonics Workbook

使用教材 ・A Trip to Grandma's House（絵本＆アクティビティブック） 

使用教材 ・WE CAN! シリーズ

・Where’s Sam?（絵本＆アクティビティブック） 

・  明らかな解決法が存在しない課題を提示しているか？

・  複雑な課題を解く際に、手順を各自で選択する指示をしているか？

テーマは、Active Learning

 mpi 松香フォニックス  
名誉会長  松香洋子

JDAC
代表理事 久岡 和也

株式会社 留学ジャーナル
代表取締役 加藤 ゆかり

鬼丸 晴美

学校法人大阪医科薬科大学

高槻中学校・高槻高等学校
指導教諭

※ Course1,2 の 2つのコースがあります。ご希望のコースをお選びください。

Course 2
一般社団法人 
ダンス教育振興連盟


