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2020年からの英語教育教育

１「聞く・話す」&「読む・書く」力

小学３、,4年生で「聞く・話す」ことに慣れさせ、５、6年生では

読む・書く練習をして、中学英語の土台を作る。

中学では、高校のスピーキング受験に備える。

2 中学では1200~1800、小学校では600-700の単語力

中学の単語数が1200から1800になることに対応するため、

小学校では600−700の単語に触れさせるのが理想とされる。

3 コミュニケーション力

コミュニケーションをしたり、プレゼンテーションする力を付けさせる。

新学習指導要領は学ぶことが盛り沢山。

学級担任は「何を教えたらいいか？どう教えたらいいか？」悩んでおられます。

また、一斉休校の時に、どのように学びを継続していくか、答えが必要です。

2020年から４技能５領域の学習指導が求められるようになりました。

４技能＋コミュニケーション力を教えることが求められる



カラオケ English学習メソッド=重要例文を、声を出して暗唱

でも…

■ モデル音声がない
■ 解説が理解できない
■ ビジュアルが少ない
■ おもしろくない

という理由で、一人で文法・パータン例文の音読を
続けられる生徒はなかなかいません。

カラオケ English は、暗唱に導く音読を

セルフラーニングで、楽しく続けられる

仕組みを作りました。

■ カラオケ English の学習メソッドは、ケンブリッジ大学出版が出している Grammar in Use など、
CEFR 対策で世界中で活用される音読学習法を参考にしています。

■ 英語の４技能を高めるために、＜文法例文やパターン例文を必ず声に出して読み、文法の型や動詞の変化を体で覚える＞とい
う方法をすすめています。



カラオケEnglishは、CEFRに対応した英語民間検定試験や今後変化する高校、大学受験に向けての準備を

一人でできるように設計された＜４技能学習・音読アプリ＞です。基本文法コースのカリキュラムは、文科省の中学文法指

導要領に沿っており、2021年からの新しい指導要領にも対応していきます。小学生コースはA0レベルのカリキュラムです。
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CEFR×カラオケEnglish対応表



先生の〈教える力〉を引き出させる、カラオケEnglishの特徴

■ ⼩学⽣コースはLetʼs Try, We Can、各社教科書の例⽂を、基本⽂法コースは、中学⽂法例⽂や単語をカバーしています。
■ 管理画⾯では、学習状況を確認でき、児童・⽣徒にメッセージを送ることができます。
■ 1UNIT約8分。個⼈学習・学校の授業・休校時のオンライン授業でご活⽤いただけます。

■ ALTやAETと会話ができなくても、パソコンでスピーキング練習ができます。

■ カリキュラムは文科省指導要領に連動しています。



先⽣の⽂法講義を

聞いて学ぶ

キャラクターの⽂法講義を

聞いて学ぶ
学校で学ぶ例⽂・単語を声に出して 学ぶ

動画の英語を

聞いて学ぶ

動画の英語を

聞いて学ぶ
(⼩学⽣向け）

動画の英語を
聞いて発⾳から学ぶ

(⼩学⽣向け）

ご紹介ソフトは、

Tokyo Global Studio以外、経産省「未来
の教室」で紹介されているものです。

■東京都千代⽥区、倉敷市、⻘森⾵間浦村、同志社、
⽴命館、⽔⼾英宏⼩学校、横浜創英中学・⾼校などでご活用。
2021年4⽉からの公⽴⼩・中学校での導⼊も決まっています。

■未来の教室で紹介されました。
https://www.learning-innovation.go.jp/db/ed0113/

■ 2017年⽇本eラーニングアワード⼤賞の

アクティブラーニング賞を受賞したソフトです。

英語教育ソフト⽐較
■外国語活動や、スピーキングテストに対応する英語学習ソフトもあります。

■学習者が「動画や⾳声を」⾒て、聞いて学ぶソフトがほとんどです。

■英会話と⽂法は別々に学ぶカリキュラムがほとんどです。

■カラオケEnglishは、学習者が⾳真似・⾳読をくりかえしながら、⽂法パターンをアクティブに学ぶ仕組みです。



学びのプロセス

聞く 真似 録音 スタンプ理解 理解

音声解説で

ポイントを
聞く

字幕を消して、
声を真似する

録音して
発音を

練習する

続ける
楽しみ

ドリル

書いて
学びを定着させる

カラオケEnglishでは、デジタル教科書で学ぶチャンスや動画例文を、パターン分類しています。

一度にたくさんの例文を聞き流すのではなく、１つのUNITで「同じ例文、同じ単語」を繰り返し、

同じフレーズを声に出すことで、重要例文と単語をそらで言えるように暗唱していく仕組みです。

例文を４つ
ずつ聞く

さらに

ポイントを
聞く

小学校６年生 UNIT（例えば学校図書の教科書をお使いならば。Lesson 9で学ぶ学習内容）

見る

学ぶべき
重要フレーズの

解説を見る
(2020年秋にロ
ーンチ）



先⽣

⼩学校の先⽣

■英語を教える悩みから解放される。

■評価の基準が明確にある。

カラオケEnglish 教材をご活⽤されるメリット

中学校の先⽣

■発⾳を教えられる。

■⽂法が分からなくなった⽣徒を、救える。

中学⽣⽣徒

⽣徒

⼩学⽣児童

■英語が読めなくても、⾳真似から学べる。

■イラストで意味を推測できる。

■４技能と⽂法を同時に学べる。

■瞬間英作⽂でスピーキング対策ができる。



■小学校中学年は、Let’s Try!・We Can。小学校高学年は各社教科書に、中学校は教科書の文法に対応しています。

対照表を⾒ながら、同じ重要例⽂や単語が学べるUNITを選ぶことができます。

※以下事例）東京書籍では、５年⽣でWe Can２の項⽬を、６年⽣でWe Can1の項⽬を学びます。

⼩3〜中３までの教科書対照表で、副教材として活用できます



■授業の前のアイスブレークやモジュール授業、⾼校受験の⽂法・スピーキング教材としてご活⽤いただけます。

■お⼿本を真似て⾃分の声を録⾳し、ネイティブ発⾳と⽐較することで発⾳・リスニングスキルを向上させます。

■ INPUT、OUTPUTを繰り返しながら、何度も同じ例⽂を⾳読することで英語の型を⾝につけます。

活⽤の仕⽅(⼩学⽣・中学⽣）



生徒は、先生に与えられたIDとPWを入れて、

光るボタンを押すだけ。

すぐに学習をスタートでき、

先生は管理画面でチェックできます。

授業では、モニターと組み合わせて発表したり、

モジュール短時間授業にご活用いただけます。

zoomやteamsを活用して画面をシェア。

生徒にコーラスリーディングをさせたり、

グループに分けて音読練習をしてもらえます。

1)個別学習で活用 2)授業・短時間授業で活用 3)休校中はオンライン授業で活用

水戸英宏小学校

立命館小学校

新型コロナ期間中
水戸英宏小学校

のzoom活用学習

画面右は生徒さんたちの
コーラスリーディング風景

自学自習で英語４技能を学ぶことができます

カラオケEnglishは、副教材として個別学習用にご活用いただくだけでなく、授業や、休校中のオンライン授業

教材としてご活用いただけます。



管理画面で生徒学習状況を管理

生徒一人にIDが配布されているので、生徒の学習状況を管理画面で確認できます。

先生が名簿を作ったりする手間は、かかりません。

■ 簡単ID/PW配布・・・ID、PWはクラスごとに印刷→先生は切って生徒に個別ID, PWを渡すことができます。

■ 自動名簿作成・・・生徒が名前を入力すると、クラスごとの名簿が自動作成されます。

■ グループ管理・・・生徒をクラスごとに、学年ごと、学校ごとグループ分けして管理できます。

■ CSV出力・・・学習データをエクスポートできます。

学習量の日別推移は

グラフで把握できます。
生徒が設定した

目標の達成状況がわかります。

生徒が録音プロセスや瞬間英作文を

練習していないことなども
学習時間から確認できます。



※⽣徒から先⽣に返信する機能はありません

児童・生徒に直接メッセージを送ることができます

③⾃由⽂か定型⽂を選び、スタンプを付けて送信

②メッセージを送る相⼿を選ぶ

休校になって、みんなと
会えなくて、とてもさみ

しいです。学校がはじま

ったら、いっしょにたの
しく勉強・遊びをして、
たくさん笑おうね！明⽇

からオンラインで８時半

に会いましょう。

①⽣徒を絞り込み

■先⽣は、⽣徒の学習状況を確認したり、メッセージを送る管理画⾯があります。

■⽣徒に連絡をしたり、宿題を出したり、褒めたりする際に活⽤できます。

■個別に送信するだけでなく、クラス毎、複数の⽣徒に⼀括送信できます。

先⽣の管理ページ ⽣徒の学習ページ



⼩学５.６年⽣向けルーブリック表

■ ⼩学５、６年⽣は、どのように児童を評価して

いくかが課題です。

■ カラオケEnglishでは４技能レベルを、
表のように確認します。

■ 児童のパフォーマンスレベルを項目別に分類し、

学校で活用される「ルーブリック評価指標」と

してもご活用いただけます。小学校英語で重要
なことは、
モデル音声を再現できるか、意味を理解して、

ペアトークなどでコミュニケーションができる
か？

ということです。アルファベットや単語を読め
るように導くことも、目標です。



中学生向けルーブリック表

■ 中学生は「聞く・話す」を、どう評価していく
かが課題です。

■ カラオケEnglishでは４技能レベルを、
表のように確認します。

■ 生徒のパフォーマンスレベルを項目別に分類し、

学校で活用される「ルーブリック評価指標」と

してもご活用いただけます。

■ 生徒もルーブリック表で自己採点することで学
習目標が明確になります。



基本利用料金について

自治体・学校法人様向けにボリュームディスカウントの学校プランをご用意してい
ます。詳細については、お問い合わせいただくことになっています。



本事業にて導入した学校等設置者数

学校等教育機関数（７校） 学校種 学校等設置者数 対象学年 児童・生徒数

つくば市教育委員会
小学校 1 小3〜6 904

中学校 1 7〜9 311

倉敷市教育委員会
小学校 63 小3〜6 19,393

中学校 26 中1〜3 13,214

株式会社クラスジャパン学園 フリースクール 2 ー 848

風間浦村教育委員会
小学校 1 小3〜6 55

中学校 1 中1〜3 45

千代田区教育委員会
小学校 小3〜6 3,082

中学校 3 中1〜3 1,220

学校法人堀井学園
中学校 1 中1〜3 158

高校 1 高1〜3 1,481

いわき市教育委員会 中学校 1 中1〜3 348

→2021年4月~
正式導入確定

→2021年4月~
正式導入確定

→2021年4月~
正式導入確定

→2021年4月~
正式導入確定



実証事業の成果

■ 倉敷市教育委員会

一人一台端末環境下でのカラオケEnglish導入のシュミレーションを行った小学校6年生のクラスでは、
ALTが新しい単元を授業した後、同じ単元の内容を児童らがカラオケEnglishを活用して個別に学習するような授業を行った。

・自分の声を録音して聞くという活動が新鮮で、
各々のペースで進められるのが良い。

・不登校の児童・生徒のニーズが高いと考え、家庭学習での
活用を進める方針。その際、教員向けの研修用eラーニング

教材を、児童・生徒に渡して自習に使ってもらうことも効果
的ではないかと考えている。

・帯域やインターネットの容量の縛りがあるため、今回案内
されたUnit動画(youtubeから視聴)を、全校の児童・生徒が

個々の端末から一斉に視聴できる見通しは立っていない。そ
のため、youtubeでのUnit動画を授業内で視聴する場合は、教

員が電子黒板等で動画を再生し、一斉授業の方式で、子ども
たちと一緒に動画を見ながら学習を進めていく方法が現実的
だと考えて
いる。



実証事業の成果

■ つくば市学園の森義務教育学校
小学6年児童のふりかえりカード



実証事業の成果

■ 青森県風間浦村
小学6年児童の感想

「カラオケイングリッシュ」を使ってみて
(入門→6年向けになったことも含めて)

まだ習ってない英語の授業の言い方などもカラオケイングリッシ

ュで詳しく説明をしてくださっているので「なるほど！そういう

言い方なんだ」凄いと思っています！カラオケイングリッシュは

楽しいし、一緒に喋っていて楽しいし笑顔になるので楽しいと僕

は思います！

「カラオケイングリッシュ」を使ってみて

(入門→6年向けになったことも含めて)
•毎週、木曜日にカラオケイングリッシュをやってい

て、５年生の時とは違って、少し難しくなったので、

すごく楽しい。

•カラオケイングリッシュは、聞くだけではなく、カ

ラオケの様に、実際に話してできるので、良いと思
います。

•たくさん覚えられるので、すごく勉強になる。

•お手本が、聞き取りやすく、覚えやすい！

•キャラクターも面白い🤣

•絵がとてもわかりやすい。
•やりたいところを選べること。

•録音できる事が、良いと思った！

「カラオケイングリッシュ」を使ってみて

(入門→6年向けになったことも含めて)

• キャラクターが可愛く面白いのでやる気になれる。

• 聞く👂、見る👁、言う🎤の三段階だと飽きるので
聞く👂 言う🎤 がいいと思った。(短くする)

• 文が練習できるのは嬉しい。

• 単語なども覚えられて面白い。

「カラオケイングリッシュ」を使ってみて
(入門→6年向けになったことも含めて)

• 難しさはちょうど良い感じですー

• 英語を話す時に字幕が出ているので少し安心できます

• 英語を聞く時、2回も聞かないで1回でいいです。

• 最後にスタンプのようなものが出てきて音楽が流れるのがとてもいいです。



実証事業の成果（倉敷市教育委員会の事例）

小学校中学年(3,4年生)児童の学習ログ(2020年11月〜2021年1月、12週間)
→全学校への教職員・保護者・児童・生徒への周知と、操作方法の説明等が完了してからの期間で集計。

※１カラオケEnglishの１Unitの学習を、導入から学習終了まで約10分として算出
※本格的な授業での導入を開始するのは来年度以降のため、自学自習でのUnit完了とみなす

単位時間数 35 週コマ数 1

カラオケEnglishでの学習に最も取り組んだ児童は、 ALT (ネイティブ)の発音をお手本とし、発話を中心とした
英語４技能の学習を1回10分程度のモジュール授業で毎授業に取り入れている学校の児童と同程度の学習量を、

12週の自学自習により、98週間分取り組めたことになる。

学校名 学年
完了
Unit数

倉敷市立倉敷東小学校 小3 98

倉敷市立茶屋町小学校 小3 68

倉敷市立老松小学校 小4 68

倉敷市立帯江小学校 小4 67

倉敷市立川辺小学校 小4 62

※最も学習した児童は、
3ヶ月で約2年分

小学3,4年生

12週の自学自習で、

モジュール授業98週分の

4技能英語学習



小学校高学年(5,6年生)児童の学習ログ(2020年11月〜2021年1月、12週間)
→全学校への教職員・保護者・児童・生徒への周知と、操作方法の説明等が完了してからの期間で集計。

※１カラオケEnglishの１Unitの学習を導入から学習終了まで約10分として算出
※本格的な授業での導入を開始するのは来年度以降のため、自学自習でのUnit完了とみなす

単位時間数 70 週コマ数 2

カラオケEnglishでの学習に最も取り組んだ児童は、 ALT (ネイティブ)の発音をお手本とし、発話を中心とした
英語４技能の学習を1回10分程度のモジュール授業で毎授業に取り入れている学校の児童と同程度の学習量を、

12週の自学自習により、55週分取り組めたことになる。

実証事業の成果（倉敷市教育委員会の事例）

学校名 学年
完了
Unit数

倉敷市立児島小学校 小5 110

倉敷市立琴浦南小学校 小6 87

倉敷市立中洲小学校 小5 73

倉敷市立茶屋町小学校 小5 72

倉敷市立上成小学校 小6 70

※最も学習した児童は、
3ヶ月で約1年分

小学5,6年生

12週の自学自習で、

モジュール授業55週分の
4技能英語学習



実証事業の成果（倉敷市教育委員会の事例）

中学生の学習ログ(2020年11月〜2021年1月、12週間)
→全学校への教職員・保護者・児童・生徒への周知と、操作方法の説明等が完了してからの期間で集計。

※１カラオケEnglishの１Unitの学習を導入から学習終了まで約10分として算出
※本格的な授業での導入を開始するのは来年度以降のため、自学自習でのUnit完了とみなす

単位時間数 140 週コマ数 4

カラオケEnglishでの学習に最も取り組んだ児童は、 ALT (ネイティブ)の発音をお手本とし、発話を中心とした
英語４技能の学習を1回10分程度のモジュール授業で毎授業に取り入れている学校の生徒と同程度の学習量を、

12週の自学自習のみで、16週分取り組めたことになる。

学校名 学年
完了
Unit数

倉敷市立南中学校 中1 68

倉敷市立南中学校 中1 67

倉敷市立児島中学校 中2 62

倉敷市立福田南中学校 中3 53

倉敷市立玉島北中学校 中3 48

※最も学習した生徒は
3ヶ月で約4ヶ月分

中学生

12週の自学自習で、

モジュール授業17週分の

４技能英語学習
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実証事業の成果(学校等設置者へのアンケート結果)

カラオケEnglishを活用した場合の、新学習指導要領における４技能への対応の可能性について

（学びの自律化・個別最適化、学校現場の業務改善）(回答：９件)

増えると思う

86%

変わらない

14%

「読む・書く」の学習機会

とても役立つ

43%

役立つ

43%

どちらともいえない

14%

ALT不在の環境下での

４技能英語学習に役立つと思うか？

※「文部科学省今後の英語教育の改善・充実方策について」によると、英語を実際に読んだり書いたりすることで、児童の外国

語の表現力・理解力が深まり学習意欲の向上が認められている。また、中学生の８割が実際に英単語を読んだり書いたりする機会
が欲しかったと回答しており、子どもが読む・書く機会を求めている。

86%の学校等設置者が、

カラオケEnglishを活用す

ることで英語を「読む・

書く」の学習機会が増え
ると回答し、ALT不在の環

境下での４技能英語の学

習にとても役立つ、また
は役立つと感じている。
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実証事業の成果(学校等設置者へのアンケート結果)

とても役立つ

43%

役立つ

29%

どちらともいえない

14%

役立たない

14%

学習が苦手な児童・生徒の学習継続に

役立つと思うか？

カラオケEnglishを活用した場合の、新学習指導要領における４技能への対応の可能性について

（学びの自律化・個別最適化、学校現場の業務改善）(回答：９件)

とても役立つ

57%

役立つ

43%

個々の児童・生徒に合った学習を進める

ことに役立つと思うか？

100%の学校等設置者が、

カラオケEnglishを活用す

ることが、個々の児童・

生徒にあった学習を進め

ることに役立つと感じて
いる。また、70％が学習

が苦手な児童・生徒の学

習継続に役立つと感じて
いる。

100％の学校が

役立つ・とても役立つと回答
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実証事業の成果(学校等設置者へのアンケート結果)

カラオケEnglishを活用した場合の、新学習指導要領における４技能への対応の可能性について

（学びの自律化・個別最適化、学校現場の業務改善）(回答：９件)

とても役立

つ

43%役立つ

57%

自学自習する児童・生徒の見取り

に、管理画面の学習ログが役立つ

と思うか？

とても役立つ

43%

役立つ

29%

どちらともいえ

ない

14%

役立たない

14%

副教材として取り扱う際、授業の評

価をするのに役立つと思うか？

減ると思う

43%

変わらない

57%

教材作成・採点・評価のための

テストプリント作成時間の変化

100%の学校等設置者が、カラオケEnglishの管理画面に蓄積される学習録が、自学自習する児童・

生徒の見取りに役立つと感じている。年度途中からの実証事業だったこともあり、副教材として評
価のために活用するところまで達成でき、その有効性を実感できた学校は43％に留まった。

100％の学校が
役立つ・とても役立つと回答
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実証事業の成果(学校等設置者へのアンケート結果)

学校の長期休業、不登校の児童・生徒の学習支援について (回答：９件)

とても役立つ

43%

役立つ

57%

カラオケENGLISHは児童・生徒に

家庭学習を促すことに役立つと思うか？

とても役立つ

43%

役立つ

43%

どちらともいえない

14%

カラオケENGLISHは長期休業、

不登校児童・生徒の家庭学習の支援に

役立つと思うか？

100%の学校等設置者が、カラオケEnglishの活用が、家庭学習を促すことに役立つと感じ、

86％の学校が不登校児童・生徒の家庭学習の支援に役立つと感じている。

100％の学校が
役立つ・とても役立つと回答
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実証事業の成果(学校等設置者へのアンケート結果)

総括

普段，あまり声を出して読み，会話に取り組めていない子が笑顔でカラオケEnglishを使い積極的に発話練習を行っていた

のが良かった。(つくば市教育委員会)

学び方を覚えた子どもは、先生の指示がなくてもすすんで学習を進めていくことができる。
自分の発生を録音し聴くことで、確認・自己調整をしようとする姿勢が見られた(倉敷市教育委員会)

不登校児童生徒の自学教材としてとても役に立つと思います。(クラスジャパン学園)

なし(風間浦村教育委員会)

会話が楽しくなった(千代田区教育委員会)

登録した日、試しに少しやった時に、授業に前向きではなかった生徒が遊び感覚でやりだした。(学校法人堀井学園)

難しい単語も聞いた通りに発音できるように頑張っていたこと。(いわき市教育委員会)

児童・生徒への指導を通じて、印象に残っている出来事があれば具体的に教えてください。

(回答：９件)
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実証事業の成果(学校等設置者へのアンケート結果)

リズミカルな練習はやはり小中学生には覚えやすく，授業後も繰り返し練習しているのを見ると，効果があるなと感じた。
(つくば市教育委員会)

デジタル端末の操作を得意とする子や不登校等で、個別の学びを必要とする子には絶大な効果を発揮する。
(倉敷市教育委員会)

録音機能がついていて、自分の発音やリズムを客観的に認識できるところはとても上達に役立つと思いました。

(クラスジャパン学園)

英語の塾をやっていた子供が、楽しく勉強できたと言っていた(風間浦村教育委員会)

自分の声を聞く機会に感動していた(千代田区教育委員会)

まだわかりません。(学校法人堀井学園)

このような素晴らしい機会をいただき、地方の生徒でもオンラインで英語の学習ができました。
(いわき市教育委員会)

総括

今回の実証事業を通じて、成果があったと実感することがあれば具体的に教えてください。

(回答：９件)



導入から運用における課題と創意工夫

課題 創意工夫

自治体・学校運営法人から各学校や、教職員から児童・生
徒への周知と、導入に係る業務負担についての声が上がっ
た。

周知・導入にかかる業務負担を最小限にするために、各自
治体・学校が必要とする資料作成等の支援をした。

コロナ禍により、当初予定していた対面での教職員向けの
初期導入研修実施が困難になった。

全教職員が、いつでも、どこからでもカラオケEnglishの活
用について研修を受講できるeラーニング教材を作成し、
その活用方法についての勉強会をオンラインで実施した。

教員、保護者が抱えている、GIGAスクール構想・EdTech

に対するの不安感を払拭する必要性があった。

GIGAスクール構想、EdTechについての理解を得るための
資料やeラーニング動画を作成をし、教職員と保護者に案
内した。

授業での活用の具体的なイメージを持ちづらいという教員
が一定数いた。

具体的なモジュール授業の提案や、カラオケEnglishでの学
習の導入時の指導例を、Unit毎に作成した。（約140本）

年度途中での導入のため、授業内で他の教材と並行して活
用するハードルが高かった。

まずは授業内への本格導入の前段として、家庭学習や朝の
会等、児童・生徒の自律的な学習のサポートに徹した。そ
の後に、本格導入に向けたヒアリングや支援をした。

カラオケEnglishでの学習の評価をどのように行えばいいか
悩む声が上がった。

カラオケEnglishでの学習成果に対して、学習指導要領に沿
って英語４技能を測るルーブリック表を作成し配布した。



今後の展望

■ 活用に対するハードルが高いと感じている教員に向けて、月ごとや学期毎などの活用状況レポートを
作成し、配布。

■ コロナの状況が落ち着き、対面での研修を希望する自治体や学校については、訪問をして研修を実施。

■ 教員が児童・生徒に指導するための授業準備をする必要がなくなるということをもっと知ってもらい、
安心して活用していただくための支援が必要ということが分かった。

■ ー定の教員が集まれば、オンラインでのショートな研修も随時執り行う。

■ 引き続き現場に向けたヒアリングを行い、自治体や先生方の困りごとを1つづつ解決していく。



Appendix
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株式会社 REKIDS会社概要

なるほど！エージェント

小学生がSTEAM教育に触れる

ことができるサイト。2021年7月にリニューアル予定。
ITセクションを加え、プログラミング、コーディング、

ネットいじめなどを、動画で学べるようになる。
現在プログラミングなどのコンテンツも増えるため、リニューアル中

株式会社REKIDSは、子供から中学生向けのICT学習ソフトを制作する会社です。

小学生むけ英語本
小学向けの、歌って覚える英語教材。

2011年学校図書館賞を受賞。
出版社：小学館
監修：直山木綿子（文科省）

カラオケEnglish

小・中学生向けの４技能学習に対応した

スピーキング・文法練習教材。
2017年日本eラーニングアワード大賞受賞
経産省の実証事業に選ばれ、自治体でも導入されている。

2017年
アクティブラーニング
賞受賞

経産省「未来の教室」のサイトにも

掲載されました。 経産省「EdTech補助金」

対象ソフトウェアとして選ばれ、全国の
児童・生徒にご活用いただいています。

＜活用していただいている学校＞

つくば市義務教育の森学園 小・中学生

宮城いわき市 台南南中学校 中学生
東京都千代田区 小・中学生

横浜創英 中・高校生

倉敷市 小・中学生 など

2021年4月から自治体での導入が確定

東京都 千代田区 小・中学生

倉敷市 小・中学生
青森風間浦村 小・中学生

茨城 水戸英広小学校 小学生

クラスジャン（ホームスクール）

小・中学生

などで導入が確定しました。

カラオケEnglish実績

http://www.naruhodoagent.com/
http://www.naruhodoagent.com/english/07-book1.php
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株式会社 REKIDS会社概要

経歴代表取締役 行正り香(ゆきまさりか）

REKIDSメンバー

取締役：富野永和
チーフエンジニア：山之内隆弘
コピーライター：若井公一

デザイナー：矢吹るみ

英語コンテンツ製作：

後藤エリカ、宇都宮まどか
Enid Macken、Karin Volpert

イラストレーター：森昌子

イラストレーター：いとうみつる
マーケティング：山形知大

プランナー：木津孝次郎

福岡で生まれ育ち、高校留学してアメリカの短大に。その後編入したUCバークレーを卒業。
株式会社電通ではクリエーティブ局に配属。英語力を生かし、外国人タレントの交渉や海外向けのCM制
作を担当。
2000年からWEB広告制作にも携わり、フラッシュ動画、HTMLを活用したデジタルコンテンツ制作を経
験する。
娘二人を出産後、アメリカで受けたリベラルアーツ教育や、ICT教育に興味を持ち、
2007年に独立。退職金などの自己資金でSTEAM学習サイト「なるほど！エージェント」をローンチ。
2016年には、娘たちをバイリンガルに育てるために学ばせたメソッドを活用し、
小学校・中学校の文科省指導要綱に沿ったカリキュラムで「カラオケEnglish」を開発。

1966年 福岡県北九州市生まれ。福岡高校卒業
1990年 カリフォルニア大学バークレー校・政治学部卒業
1991年 電通に入社、コピーライター、プランナーを経て、

CMプロデューサーに。海外向けCF、ウェブ広告コンテンツを制作
1998年 文化出版より料理本を出版
2007年 電通を退社 ＲＥＫＩＤＳ設立

STEAM教材「なるほど！エージェント」をローンチ
料理・インテリアの本/英語学習本など、47冊を出版

2020年にはアメリカで英語料理本を出版
2012年~NHKワールドで英語料理番組でホストを担当（Dining with the Chef）

2017年 ４技能英語教材「カラオケEnglish」をローンチ
日本eラーニングアワード大賞でアクティブラーニング賞受賞

2019年 カラオケEnglish経産省「未来の教室」おすすめコンテンツに
2020年 カラオケEnglish経産省のEdTech補助金対象ソフトに

NHK Eテレにて番組ホストを務め、インテリアHow toを紹介（12,1月趣味どきっ）
2021年 2月「音から学ぶ小学生英語」を出版する



お問い合わせ：yukimasa@rekids-inc.com


