
《中学高等学校教員向けセミナー開催のご案内》 
2019 年 9 月 

学校長 殿 

英語科主任 先生 

英語科ご担当先生 

拝啓 常日頃はご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。 

今年もオックスフォード大学出版局（Oxford University Press）ならびに数研出版では、中学校、高等学校の英語教員の

方々を対象としたセミナーを開催いたします。多数のご参加を賜りたく、ご高配の程よろしくお願い申し上げます。 

  敬具 

オックスフォード大学出版局 ・ 数研出版 

◆◇◆ プログラム・開催日時・会場 ◆◇◆ 

福岡会場  定員 70 名 

10 月 27 日（日） リファレンス大博多貸会議室 1109 

申込締切 Web  10/23 FAX  10/18 

受付開始 10:00 

第一部 

10:15～11:45 

＜有料＞ 

ここがポイント！スピーキング指導 

～『Speaking Gym』を使って～    ＜工藤 洋路 / 津久井 貴之＞ 

第二部 

12:45～13:30 

What から Why へ/How から Why へ 

 ～未来を見て、世界を見て授業やっていますか？～   ＜西山 哲郎＞ 

第三部 

13:45～14:30 

主体的・対話的で深い学びを通して、自分の意見を再構築して 

批判的思考力を育てる授業を目指して         ＜鈴木 悟＞ 

ワークショップ 

14:45～16:15     

Community for Success Workshop 

◆◇◆ 申込方法 ◆◇◆ 

Web 

下記 URL または右記 QR コードよりウェブサイトにアクセスしてください。 

お申込確認後、メールにて「参加証」を送付させていただきます。 

【URL】 https://www.chart.co.jp/event/eigo/1910/ 

FAX 

参加申込書に必要事項をご記入いただき、数研出版 FAX 番号宛にお申込みください。 

お申込確認後、ハガキにて「参加証」を送付させていただきます。 

【数研出版 FAX 番号】   ０７５－２５６－２９３６ 

 

 

◇ 対象 

英語教育に携わる中学校・ 

高等学校の先生 
※数研出版では、セミナー会場での中学校（中

高一貫校を除く）・塾の先生方および一般の方

へのご審査用見本の手配は控えさせていただ

いております。何卒ご了承ください。 

◇ 参加費  

第一部 
200 円（税込） 
当日受付で 

お支払いください 

第二部・第三部 

ワークショップ 
無料 

※交通費、宿泊費、駐車場代等の支給は 

ございません。 

オックスフォード大学出版局 & 数研出版 主催 

 

＊個人情報の取扱いについて 
オックスフォード大学出版局のプライバシーポリシーでは、お客様からお預かりした個人情報の取り扱い方法について規定しています。また、

同ポリシーには、弊社のマーケティング活動やその他の事業活動におけるお客様の個人情報の活用に関して、お客様が異議の申し立てをす

ることができる権利について明示しています。 www.oup.com/privacy 

数研出版株式会社では、ご提供いただいた個人情報をプライバシーポリシーに従い、個人情報保護法等の関連法令を遵守し、管理・利用等を

させていただきます。 https://www.chart.co.jp/top/engagement/privacy.html 

日々の授業でお悩みの課題や、成功した活動例などを他校の先生方と意見交換していただける場を設けました。 

経験豊かな講師がセッションをリードしながら出席者の方々にもご参加いただき、現場で生まれるリアルな疑問や課題を考えるワークショップを行います。 

 

【問い合わせ先】   

オックスフォード大学出版局        TEL：03－5444－5454      e-mail：elt.japan@oup.com 

数研出版        TEL：075－231－0162 （コールセンター）     e-mail：seminar@suken.co.jp 

http://www.oup.com/privacy
http://www.chart.co.jp/top/engagement/privacy.html


 

◆◇◆ プログラム詳細 ◆◇◆ 

講演タイトル・講師 講演内容の詳細 

 

ここがポイント！スピーキング指導 

～『Speaking Gym』を使って～ 
 

玉川大学 文学部 准教授    

工藤 洋路  
国立お茶の水女子大学附属高等学校 教諭    

津久井 貴之  

  

新学習指導要領では「話すこと」の技能が「やり取り」と「発表」の 2

つの領域に分けられた。このことは、話す力を伸ばすためには、片

方の指導だけではなく、両方の指導を行う必要があることを示して

いる。「やり取り」については、チャットやロールプレイなどの活動が

考えられ、また、「発表」については、プレゼンテーションやスピーチ

などの言語活動が考えられる。これらの活動を授業でどのように実

践して、さらに、どのように評価をしていくかについて、本セミナーで

は『Speaking Gym』の教材を例にとって、具体的な手法を提示し、そ

の意義を考えたい。 

 

What から Why へ/How から Why へ 

～未来を見て、世界を見て授業やっていますか？～ 

 
            香里ヌヴェール学院小学校 学校長    

西山 哲郎  

教科書や副教材の選定を盲目的に行っていた 20 代。あの頃の私

には『どんな大人に育って欲しいのか。』また『英語を何のために学

ばせたいか。』などの「大義」が全くありませんでした。しかし、今は

『先生の授業が海外で受けた授業と同じだった』とまで生徒たちに

伝えてもらえるようになりました。ここまでの変遷に必要だった要素

をお話しいたします。 

 

主体的・対話的で深い学びを通して、 

自分の意見を再構築して批判的思考力を 

   育てる授業を目指して  

 
   東京都立両国高等学校附属中学校 主任教諭    

鈴木 悟  

小中高一貫の英語教育が提言されている中で、高等学校卒業段

階を CEFR の A2 から B１とすると、中学校では、単に言語事項を

扱うだけに留まらず，英語の「やりとり」「発表」を通じて、自分の意

見を述べる機会を継続的に作っていくかが授業の軸となります。

OUP の Q-skills を活用した実践例を基に、「話すこと」から「書くこ

と」への授業の実際について説明します。（高校の出口を意識した

「話すこと」「書くこと」の評価の仕方や英文の正確さ・適切さについ

て考えていきます。） 

ワークショップ 

 

 

◆◇◆ 会場詳細 ◆◇◆ 

 

 

リファレンス大博多貸会議室 1109 
（福岡市博多区博多駅前 2 丁目 20-1） 

 

 

《アクセス》 

＊ JR「博多駅」 博多口より徒歩 7 分 

  福岡市営地下鉄「博多駅」 博多改札口より徒歩 7 分 

             「祇園駅」 より徒歩 5 分  



 

オックスフォード大学出版局 & 数研出版セミナー（福岡会場） 参加申込書 

貴校名 
□中学校 

                      □高等学校 

□中等教育学校 

学校電話番号  学校 FAX 番号  

 

参加希望プログラム
参加を希望されるプログラム

にチェックを入れてください

※第一部ご参加の方で領収書がご入用の場合

チェ ックを入れた上で、宛名をご記入ください。 　□ 領収書が必要
宛名（校名・個人名）
 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※第一部ご参加の方で領収書がご入用の場合

チェ ックを入れた上で、宛名をご記入ください。 　□ 領収書が必要
宛名（校名・個人名）
 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※第一部ご参加の方で領収書がご入用の場合

チェ ックを入れた上で、宛名をご記入ください。
　□ 領収書が必要

宛名（校名・個人名）
 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※第一部ご参加の方で領収書がご入用の場合

チェ ックを入れた上で、宛名をご記入ください。
　□ 領収書が必要

宛名（校名・個人名）
 (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

（フリガナ）

（お名前）

　（E-mail）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　今後、オックスフォード大学出版局のイベントや新商品・サービスなどの情報を、Eメールやお電話でご案内する場合が

　ございます。受け取りを希望される方はチェックをしてください。□

　今後、数研出版からの情報を希望 □する /□しない

（フリガナ）

（お名前）

　お申込者氏名

お名前、フリガナともにフルネームでご記入ください

　（E-mail）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　□ 第一部　（有料200円）

　□ 第二部
　□ 第三部
　□ ワークショップ

　□ 第一部　（有料200円）

　□ 第二部
　□ 第三部
　□ ワークショップ

　（E-mail）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　今後、オックスフォード大学出版局のイベントや新商品・サービスなどの情報を、Eメールやお電話でご案内する場合が

　ございます。受け取りを希望される方はチェックをしてください。□

　今後、数研出版からの情報を希望 □する /□しない

　今後、オックスフォード大学出版局のイベントや新商品・サービスなどの情報を、Eメールやお電話でご案内する場合が

　ございます。受け取りを希望される方はチェックをしてください。□

　今後、数研出版からの情報を希望 □する /□しない

※各会場とも定員に達し次第、締め切らせていただきます。

お申込みいただいた会場が締め切りの場合は、その旨ご連絡いたします。

　□ 第一部　（有料200円）

　□ 第二部
　□ 第三部
　□ ワークショップ

　（E-mail）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　今後、オックスフォード大学出版局のイベントや新商品・サービスなどの情報を、Eメールやお電話でご案内する場合が

　ございます。受け取りを希望される方はチェックをしてください。□

　今後、数研出版からの情報を希望 □する /□しない

（フリガナ）

　□ 第一部　（有料200円）

　□ 第二部
　□ 第三部
　□ ワークショップ

（お名前）

（フリガナ）

（お名前）

都・道 

府・県 

 

 

ＦＡＸ ０７５－２５６－２９３６ 

 

 


