Oxford Teaching Workshop Series 2017
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 2017

Linking your classroom to the wider world
実生活で役立つ英語力を養うために

Chiba, March 5th Sunday 千葉 3月5日
（日）
The Chiba Chamber of Commerce and Industry Hall 2

14F Chiba Chuo Twin Bldg. 2, 2-5-1 Chuo, Chuo-ku, Chiba-shi
10 min. walk from JR Chiba Sta. 8 min. walk from Keisei Chibachuo Sta.
3 min. walk from Chiba Urban Monorail Yoshikawakoen Sta.

千葉商工会議所 第 2 ホール 千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2 号館 14F

ＪＲ千葉駅より徒歩約 10 分。京成千葉中央駅より徒歩約８分。千葉都市モノレール葭川公園駅より徒歩約３分。
 Admission Free. Pre-registration is highly recommended.  Books can be purchased or ordered on the day for a 10% discount.
 We recommend that you bring lunch.
入場は無料。事前予約がおすすめです。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。 イベント当日は、昼食のご持参をおすすめいたします。

10:00

Doors Open
Barbara Sakamoto

Let's Connect! English Unlocks the Wider World

10:30 - 11:20

繋がろう！英語は世界を広げるためのツール

Students can use language they know to learn new things
about the world. Join us and discover how to encourage
students to use English as a tool to unlock the wider
world with fun critical and creative thinking activities using
readings and chants from Let's Go . We'll also look at
simple tech tools to turn lessons into jumping off points,
connecting students to the wider world, in English.

Kathleen Kampa and Charles Vilina

Building English Fluency in the Primary Classroom

11:40 - 12:30

子供たちは既習の言葉を使って身の回りの新しいことを学ぶこ
とができます。コースブックLet's Goより、コンテンツリーディン
グやチャンツを通して批判的思考力や創造性を高めるアクティビ
ティを取り上げ、子供たちが世界への扉を開くための一手段とし
て英語を使えるようサポートする方法をご紹介します。また、デジ
タル機器・教材を用い、簡単に世界と繋がることができる方法や
アイデアをお見せします。

流暢性を高める児童英語の授業づくり

How can we encourage our students to use English in a
meaningful way? Join Oxford authors Kathleen Kampa and
Charles Vilina as they lead participants through a variety
of activities that challenge students to think deeply about
information, work together, and solve problems. Kathleen
and Charles will use examples from their new course for
the primary classroom, Everybody Up 2nd Edition.

12:30 - 13:30

子供たちが学習した英語を道具として実際のコミュニケーションの
中で使えるようにするには、どうしたらよいのでしょうか。このワー
クショップでは、参加者が子供の立場になってプレゼンターがリー
ドする模擬授業を体験します。子供たちが自分で考えたり、協力
しながら目的を達成する過程で英語を使えるようになる様々なアク
ティビティをご紹介します。

Lunch Break
Naoko Ashikawa

The Power of Songs and Chants to Build Children's Language Skills

13:30 - 14:20

Songs and chants are essential tools for creating active and
engaging English classes for young learners, but they should
not be just for having fun. In this presentation, Naoko will
explore the effectiveness of using songs and chants in
language teaching, share practical ideas for creating chants
and introduce activities using songs and chants. Let's feel
the power of melody and rhythm together.

*Schedule and content are subject to change without prior notice.

子どもの英語力を伸ばす歌とチャンツの力

児童英語のレッスンに歌やチャンツを取り入れることは、活気ある
クラス作りには欠かせません。しかし、歌やチャンツは、ただ英語
のレッスンを楽しいものにするためだけのものでしょうか。このプレ
ゼンテーションでは、英語指導における歌やチャンツのもたらす効
果について考察し、さらにチャンツのつくり方や歌やチャンツを使っ
た実践的なアクティビティの例などをご紹介します。一緒に楽しく
歌いましょう。

内容は予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください

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/otws2017

