2021-01-01 現在

＊スケジュールは変更になる場合がございますので、最新情報をホームページでご確認ください。

B.B.カード体験会

（オンライン）
ゲームをしながら韻を踏んだ短文を覚えることを入り口に、将来の英語学習につながる土台を作る「B.B.メソッド」
実際に B.B.カードで遊び、その楽しさと学習効果を体験していただきます【定員 6 名】
◆B.B.カードをお持ちの方が対象です
◆参加費 １,100 円（税込）

オンライン（Zoom）

日程が決まり次第、HP に掲載します

入門講座Ⅰ&Ⅱ（対面）
＜Ⅰ＞遊びながら自然に英語の音やリズム、文構造を身につけられる「B.B.メソッド」の理念と指導法を学び
＜Ⅱ＞実践をふまえた上でのスキルアップを目指します。Ⅰ、Ⅱの順番で受講【定員は会場により異なります】
◆受講費 Ⅰ、Ⅱとも 各 4,400 円（税込） 【会員 各 3,960 円（税込)】
◆使用教材 B.B.カード(貸出あり)、Time for Spelling、BB Interaction 下敷き

東京本部（四谷）

北海道（札幌）
兵庫（伊丹）
熊本

1/24(日) 2/28(日) 4/25(日) 5/23(日) 8/22(日) 10/24(日) 11/21(日)
<Ⅰ> 13:00~15:00 <Ⅱ>15:30~17:30

1/30(土) 3/27(土)

※当分の間、受講者 3 名様まで
<Ⅰ> 10:00~12:00 <Ⅱ>13:00~15:00

※上記以外は決定次第お知らせします

1/30(土)

<Ⅰ> 13:00~15:00 <Ⅱ>15:10~17:10

※上記以外は決定次第お知らせします

2/28(日) 5/23(日) 8/22(日)

<Ⅰ> 11:00~13:00 <Ⅱ>14:00~16:00

※上記以外は決定次第お知らせします

＊千葉（八千代）/愛知（岡崎）/愛知（新城）：要望があれば随時調整後開催
＊長野：4 月～12 月で要望があれば随時調整後開催

BB 道場

（オンライン）
BB メソッドに重要な「声掛け」のスキル（タイミング etc.）、インタラクションのバリエーション等を体得します
2 時間×4 回のコースです【3 名以上で開催 定員 7 名】
◆入門講座修了者対象
◆受講費 22,000 円（税込） 【会員 19,800 円（税込)】
◆必要教材 B.B.カード

オンライン（Zoom）

第一回目：毎月第三火曜日 10:00～12:00
第二回目：毎月第三土曜日 10:00～12:00

2/16, 3/16, 4/20 & 5/18
9/18, 10/16, 11/20 & 12/18

Basic Course Ⅰ&Ⅱ（対面）
「入門講座」や「指導法 DVD 入門編」を通じて「B.B.カード」全センテンスの導入法を学んだ後、さらなる発展としての
ユニークな文法指導を学びます。最も重要な文法の「核」形成法の習得と BB 作文、SELM 式リーディング（初級編）を
取り上げます。2 日間のコースです【定員は会場により異なります】
文法：代名詞、be 動詞、フレーズ、命令文、時制（現在・過去・未来<肯・否定･疑問文>・現在完了<経験>）、文型等
◆入門講座修了者、もしくは「B.B.メソッド指導法 DVD 入門編」を基に B.B.カードを使ったレッスンを 始めている方対象
注 16,500 円（税込）
◆受講費 33,000 円（税込） 【会員 29,700 円（税込)】 リピーター○
◆必要教材 B.B.カード、Play Book A、Time for Writing(1)◆紹介教材 Time for Word Building、Grammar Book、Play BookB

東京本部（四谷）

3/27(土) & 3/28(日) 6/26(土)&27(日) 9/25(土)&26(日)
Ⅰ&Ⅱいずれも 10:00~15:00（昼休憩 1 時間）

2021-01-01 現在

6/26(土) & 6/27(日)

兵庫（伊丹）

Ⅰ:13:00~17:10 (休憩 10 分) Ⅱ:10:00~15:00 (昼休憩 1 時間)
※上記以外は決定次第お知らせします

3/20(土) & 3/21(日) 7/18(日)&19(祝) 9/19(日)&20(祝)

熊本

Ⅰ&Ⅱいずれも 11:00~16:00（昼休憩 1 時間）

＊千葉（八千代）/北海道（札幌）/愛知（岡崎）：要望があれば随時調整後開催

Core Course Ⅰ&Ⅱ（対面）
Basic Course で構築されたユニークな導入法を様々な文法導入に適用及び発展させていきます。基本の BB 作文から創造
的な作文へと発展させるヒントを考えます。2 日間のコースです【定員は会場により異なります】
文法：受動態、比較級、最上級、不定詞、動名詞、分詞、関係代名詞、現在完了、仮定法等
◆Basic Course 修了者対象
注 16,500 円＋税
◆受講費 33,000 円（税込） 【会員 29,700 円（税込)】 リピーター○
◆必要教材 B.B.カード、Grammar Book、Play Book A 又は B

東京本部（四谷）

11/27(土) & 11/28(日)
Ⅰ&Ⅱいずれも 10:00~15:00（昼休憩 1 時間）

＊千葉（八千代）：要望があれば随時調整後開催

東京定例会

【会員限定】（対面）
斬新な発想をもつ「B.B.カード」初心者先生から、経験を積んで幅広い知見を持つベテラン先生まで、レッスンの成果や
工夫を共有し、問題を解決すべく勉強会を行っています
◆参加費 2,000 円（税込）

東京本部（四谷）

毎月第二金曜日（除 7・8・12 月）10:30～12:30

オンライン例会

【会員限定】（オンライン）
2020 年 9 月から始まった「BB 小さな勉強会」を引き継いだオンラインによる勉強会です
レッスン上の悩みや成果を共有します【定員 10 名】
◆参加費 2,000 円（税込）

皆さんが参加できるように曜日を変えて開催です。ご都合の良い日にご参加ください

1 月～ 3 月：第三月曜日 10:00～12:00
1/18 2/15 3/15
4 月～ 6 月：第三水曜日 10:00～12:00
4/21 5/19 6/16
9 月～11 月：第三金曜日 10:00～12:00
9/17 10/15 11/19
(除 7・8・12 月)
Grammar Cards 講座 【会員限定】
Grammar Cards を使って実際にゲームをしましょう。慣れ親しみのゲーム、センテンスを定着させるゲーム、声かけ等も
ご紹介します
オンライン（Zoom）

◆受講費 5,500 円（税込） ◆必要教材 Grammar Cards

東京本部（四谷）他

日程が決まり次第、HP に掲載します

サマーワークショップ【会員限定

定員 50 名】
夏休みを利用して、全国のセルム会員が集います。ゲストスピーカーによる講演会、ゲーム大会、全体シェアリング（意見交
換・質疑応答）など多彩なプログラムを毎年企画しています
◆参加費 未定

※B.B.カードと会員証をご持参ください

東京（亀戸）

2021 年開催見送り

オンライン講演会

【会員限定】

サマーワークショップの代わりにオンライン講演会を開催する予定です

「B.B.メソッド」指導者養成認定講師セミナー【会員限定】随時募集

お問合せください

2021-01-01 現在

小学校英語を考える会【小学校教師及び英語担当講師対象】
カリキュラムらしいものはあるものの、実際は地域や小学校、或いは担当講師によって非常にバラツキのある英語活動。子ども
たちは興味を持って参加していますか？ 徐々に「B.B.カード」による指導をはじめた小学校が増えてきました。皆さんで子供た
ちにより良い活動にする方法を考えませんか？
◆参加費 2,000 円（税込）
※お知り合いの方でご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください

東京本部（四谷）

日程が決まり次第、HP に掲載します

BB 英語寺子屋【小学生対象（幼稚園児も参加可能）】
（対面）
本格的な英語学習を始める前に、遊びながら英語に親しみましょう。Ｂ.B.カードのゲーム遊びを中心に、英語絵本の読み聞
かせや歌をうたいます
◆参加費 500 円（税込） 幼稚園児が参加の場合は保護者の付き添いをお願いしています
※お知り合いの方でご興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら是非ご紹介ください

東京本部（四谷）

•

毎月第三日曜日

13：30～14：15

お申込みは、E メール(info@selm-j.com)又は、ファックス(03-5341-4720)にてセルム児童英語研究
会宛お申し込みください。
➢

受講希望の Seminar/ Workshop 名・日時・お名前・ご住所・電話番号・メールアドレスをご連絡
ください。折り返し、受講お申し込みの受付メールを差し上げます。お申し込み後、もしご都合
によりキャンセルされる場合はその旨お知らせください。ご連絡いただけない場合（ご入金前で
も）キャンセルチャージが発生する場合がございます。

➢

開催決定までにお時間を頂く場合がございます。最少開催人数に満たず、開催中止の場合は、受
講費と振込手数料を翌日にご返金いたします。

➢

必要教材をお持ちでない方は、必ず事前にご購入ください。

➢

開催催中止の場合以外は、一旦納入頂きました受講費の返還は致しかねますのでご了承くださ
い。なお、他の方に権利を譲っていただくことは可能です。

注
○
リピーターとは、2007 年以降 Basic Course/Core Course を二日間受講した方です。
尚、日程及び開催地は会場確保の都合により変更になることもあります。必ずご確認下さい。

＜＜出張講座について＞＞
受講者が 6－7 人集まりましたら、ご希望の会場まで講師が出向きます。ただし、Basic/Core Course のリピーターの参
加は 2 名までとし、その場合の総受講者は 7 名必要です。定期的に講座が開催される東京に足を運ばずに、交通費･
時間の節約になります。スクールの研修として、または仲間うちの勉強会でご利用くださいませ。
● 会場をご用意下さい。● 講師の宿泊費は都度ご相談（開催地域、開催時期により変動がある為）
【お申し込み方法】代表者の方は、ご希望の講座名・受講者数・日程・会場（最寄り駅も含めて）をお知らせ下さい。講
師のスケジュールを確認後、講師の交通費・宿泊費をお知らせいたします。お申し込みが確定しましたら、人数分の受講
費と講師宿泊･交通費をお振込み下さい。※講座の開始時間について、ご注意下さい！！ 講座開始時間を午前中
に設定しますと、会場の場所によっては、講師が前日から宿泊する必要が出てきます。一日目の講座開始時間は、当
方にご相談くださいますようお願いします。
※新型コロナの流行により、現在は出張講座を中止しております。
•

上記予定は 2021 年 1 月 1 日現在のものです。新規開催予定や日程の変更があった場合は、随時ホ
ームページでご紹介してまいります。

