MGM ONLINE
www.maryglasgowplus.com
●オンラインサイトへの登録は

www.maryglasgowplus.com にアクセスします。
●Teacher's codes（ティーチャーズコード）は
「Teacher's note」に記載されています。
●Student codes（スチューデントコード）は
毎号マガジンの表紙に記載（左上←英語マガジン、
左下←フランス語、
スペイン語、
ドイツ語マガジン）。
●Student codesは各レベルによって違います。
●メアリ・グラスゴー・マガジンズ日本語公式ホームページ

MGMオンラインの説明 Features and Beneﬁts

www.maryglasgowmagazines.jp

Teachers News Video Chatter Student news Extra
My folder Latest resources Resource bank Language Lab

Student site
Students News Video Chatter Student news
Activities/Audio Friend finder My page Extra Language Lab

に「MGMオンライン登録方法」がございますので
ご参照ください。

Online Activities

Teacher's site

Features

Benefits

Teacher's site and Student site
●最近のニュースが読める
●同じニュースを違ったレベルで
読める
●コメントが書ける
コメントのご利用はStudent siteのみになります。

●自分のレベルを基準に、低いレベルから高いレベルへと読む
練習する事により、単語力やリーディング力が向上します。
●短めの最新ニュースを定期的に読む事により、
読解力につながり、
また文化的な見識が深まります。
●コメントを投稿することにより、
ライティング力の練習に
つながり、尚自分の意見を発信するアウトプットの
チャンスになります。
●他の人のコメントを読む事により相互評価ができます。

Teacher's site and Student site
●臨場感あふれる実生活のビデオが見られる
●ビデオページに付属： ─トランスクリプト
─ビデオ問題
─コメント欄
コメントのご利用はStudent siteのみになります。
毎号マガジンには記事関連のビデオが１つあ
ります。マガジンに左記のシンボルマークがつ
いている記事と関連しています。
注意）
ビデオは権利等の都合により、
ビデオアップの遅れが
生じる場合がございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございま
せんが、
ご理解いただきますようお願い申し上げます。

●ネイティブスピーカー
（ティーンズ）
がトピックに関連した
内容をビデオで紹介。
●ビデオを通して、実用的な単語や表現の練習ができます。
●ビデオ問題で理解力チェックができます。
●トランスクリプトで聞き取れなかった単語やセンテンス、
内容の確認ができます。
●コメントを投稿することにより、
ライティング力の練習に
つながり、尚自分の意見を発信するアウトプットの
チャンスになります。
●他の人のコメントを読む事で相互評価ができます。

Teacher's site and Student site
●ライティングチャット
Chatのご利用はStudent siteのみになります。
Teacher s site では閲覧のみになります。

●約30か国以上いるメアリ・グラスゴー・マガジンズ読者
（以下MGM読者と記載）
とチャットができます。
●ライブチャットで実践的なコミュニケーションができます。
●イングリッシュコーチが常備モニターし、
サイトの環境安全性が保たれています。

◯チャットのご利用は英語のみになります。
◯11〜18歳の方のご利用となります。

Teacher's site and Student site
●身近なニュースを投稿
●学習の実践の場につながり、
自信がつく
Student siteでご利用頂けます。
Teacher s siteでは閲覧のみになります。

◯ドイツ語はご利用できません。

●個人、
グループまたはクラスで身近なニュースを書き
投稿する事により実践的学習につながります。
●投稿するフォーマットは写真付きテキスト、
ビデオ、
オーディオになります。詳細はStudent site上の
Student News の右端に赤字で小さく記載されている
Read this before you send your work.を
ご確認ください。
●投稿するとMGM読者からコメントが入ります。
●他の人のコメントを読む事で、相互評価ができます。

Online Activities
Teacher's site
s

Student
St
tudent site

Features

Benefits

Teacher's site and Student site

●毎号マガジンにはリスニング
（audio）に対応している記事が
３〜４あります。
●MP3でオーディオが聴けます。
またdownloadができます。
●リスニングはトピックについてラジオ風トークで話されている
対話形式になります。
●トランスクリプトがダウンロードできます。
●理解力をチェックするリスニング・ワークシート
（Listening activities）
がダウンロードできます。
●さらに、
リスニング・ワークシート
（Listening activities）には
トピックに関するYOU≪質問≫ があり、自分の意見を
アウトプットし、
ライティング練習に役立ちます。

Student サイトのメニューバーには
Activities / Audio と記載されています。
A

●
●Audio-MP3リスニング
トラック
●トランスクリプト
●リスニング・ワークシート（ライティング問題付）
●
マガジンに左記のシンボルマークが
ついている記事と関連しています。
T
Teacher
s siteでは
Teacher s noteがダウンロードできます。
T

Student site

◯英語マガジンのみご利用頂けます。
◯11〜18歳までのご利用となります。

Student site

●約30か国にいるMGM読者を紹介しているページです。
●お友達を探してチャットにトライしましょう。

●プロファイルを作成し自己紹介するページです。
●写真を付けたり、国名や自分の好きな食べ物や動物など・
・
予めある質問に答えて作成します。
●たくさんMGMウェブサイトを利用するとポイントがもらえ、
My Pageにスティッカーが貼られます。
●ポイントの詳細は、MGM日本語公式ホームページにある
「MGMオンラインSTUDENTサイトの紹介p11-p12」を
ご参照ください。
www.maryglasgowmagazines.jp

Teacher's site and Student site
●テーマに関する質問にコメントを書いたり、
投票するページ
マガジンに左記の
シンボルマークがついている
記事と関連しています。
VOTE

COMMENT

●テーマに関する問に賛成か反対か、
コメントしたり、
または投票をしたり、
気軽に自分の意見が発信できるページです。

Teacher s site では閲覧のみになります。
◯ドイツ語はご利用できません。

Teacher's site and Student site
●オンラインエクササイズ
●毎号１つのオンラインエクササイズ
（Language Lab）
●1つのLanguage Labに約４〜７の練習問題
マガジンに左記のシンボルマークが
ついている記事と関連しています。
作文問題の解答は自動添削できません。大変申し訳ご
ざいませんが、予めご了承お願い申し上げます。

Teacher's site
●オーディオファイル
●リスニング・アクティビティ・ワークシート
●ビデオファイル
5000種類以上のワークシートがご利用頂けます。

●Resource bankからダウンロードした
ワークシート、
またはファイルを
My FOLDERに保存できます。

● Language Lab は 文法、単語、
リスニング、
ライティング等の練習ができるオンライン学習です。
●先生は生徒に課題としてLanguage Labにある
練習問題を割り当て、生徒の学習評価を
Teacher sサイトで見ることができます。
●また、個人学習としてもご利用頂けます。
●詳細は、MGM日本語公式ホームページにある
「MGMオンラインSTUDENTサイトの紹介p4-p6」を
ご参照ください。
www.maryglasgowmagazines.jp

●Key words を入力してリサーチ
●Resource Typeからリサーチ
All resource types / Audio / Image / Journal article /
Magazine article / online activity / Video / Worksheet
●Skill からリサーチ
All skills / Grammar / Listening / Reading /
Speaking / Vocabulary / Writing
●Levelを選んでリサーチ
All levels / Beginner (pre-A1) / Elementary (A1) /
Pre-intermediate (A2) / Intermediate (B1) /
Upper-intermediate (B1) / Advanced (C1)

