
Oxford Teaching Workshop Series 2016 - Fukuoka 
オックスフォード児童英語教師向けワークショップシリーズ 2016 – 福岡 

  

Building the foundations for student output 
基礎を固めアウトプットできる子どもに 

Schedule and Venue 
 

  

Date: Sunday, February 28, 2016 
Venue: TKP Garden City Hakata Annex Jupiter 
Hotel Sunline 2F, 4-11-18 Hakata ekimae, Hakata-ku, Fukuoka 
(5min. walk from JR Hakata Stat. Hakata Exit) 
  

・Admission Free. Pre-registration is highly recommended. 

・Books can be purchased or ordered on the day for a 10% discount. 
  

日程：2016年 2月 28日（日） 

会場：TKP博多 ガーデンシティ博多アネックス ジュピター 
福岡市博多区博多駅前 4-11-18 ホテルサンライン福岡博多駅前 2F 

（JR博多駅博多口より徒歩 5分） 
  

・入場は無料。事前予約がお勧めです。 

・当日は、10％割引にて書籍をご購入またはご注文いただけます。  

Programme 
 

10:00 - Doors Open - 

10:30-11:20 No books? No problem! 

教科書がなくても大丈夫！ 

Barbara Sakamoto     バーバラ・ホスキンス坂本  
 

Success in class is measured not by how much language you teach but how much students can do with the language 
they learn. To create a classroom of students who are able to do a lot in English, you need to build a strong language 
foundation by teaching integrated skills, involving multiple senses, and incorporating lots of recycling and expansion. 
Join Barbara for tips to help your students do more with the English they learn in your classes.  
授業の充実度合いを測るには、教師がどれだけの事を教えたかではなく、生徒が学習言語を使って何がどのくらいできたのかに着目す

るべきです。英語で様々な活動ができるような授業にするには、多覚、再利用力や応用力などを含む生徒の基礎的な統合スキルを固め

る必要があります。このプレゼンテーションでは、生徒が授業で最大限英語を駆使できるよう教師は何をすべきかを指南いたします。 
  

11:40-12:30 Motivating young learners to speak up in the classroom 
子どもの発話を促すために ～教師の指導力アップトレーニング～ 

Sachiko Sugai     菅井幸子  
  

In this presentation, the participants will learn how to utilize the textbook series “Everybody Up” from the perspective 
of an AEON KIDS teacher trainer. Various activities will also be discussed in order to motivate young learners to speak 
up in the classroom. 
 このプレゼンテーションでは、Everybody Up シリーズのテキストを「イーオンキッズトレーナーならどう教えるか？」という視点で提案

いたします。また、子どもの発話を促すためのアイディアを様々な角度から紹介いたします。 

 

12:30-13:30 - Lunch - 

13:30-14:20 Activities to get your students to enjoy communication 

子どもがコミュニケーションの楽しさを実感するアクティビティ 

Yoriko Taniyama     谷山順子  
  

In this presentation the presenter, drawing on her vast experience teaching English at elementary schools, will introduce 
a variety of activities which will appeal to different types of young learners and allow them to participate actively and 
experience the fun of communication. 

 多様な子どもたち一人一人がコミュニケーションの楽しさを実感し、積極的に参加するアクティビティとは？小学校英語講師の経験・

現場での成功例をご紹介します。 

14:40-15:30 Building Strong Foundations with the ORT /  Oxford Reading Tree で言語習得の基礎を築く 

Kevin Churchley     ケビン・チャーチリー 
  

Stories ignite student interest and activate the thinking process. Stories provide depth and context to a grammar point, 
drill, or textbook exercise. Stories create an emotional connection to meaning that help students build strong foundations 
in the language. In this presentation Kevin will demonstrate how the stories of the Oxford Reading Tree help to make 
learning personal, relevant, and fun. 

  

絵本は子どもたちの興味を惹きつけ、思考プロセスを活性化させます。また、絵本を通して子どもたちは英語の文法や練習問題のへの理解

を深めることができます。絵本を読み、その内容を心で感じ理解することで、言語の基礎を築くことができます。このプレゼンテーションでは、

オックスフォード・リーディング・ツ リーを使って英語をより身近で楽しいものとして学べる方法を伝授します。 
 

イベント当日は、昼食のご持参をおすすめいたします。 We recommend that you bring lunch.           (Updated February 15th , 2016) 

 マークの付いたプレゼンテーションは日本語で行われます。This presentation will be conducted in Japanese. 

 
 

For more details and pre-registration, please visit our website. 

詳細および事前予約は弊社ウェブサイトで。 

www.oupjapan.co.jp/kidsclub/otws2016  

 
 


