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

Kumamoto, February 25th Saturday 熊本 2月25日
（土）
TKP Garden City Kumamoto 5F Shiranui

Hotel Sunroute, 1-7-18 Shimodori, Chuo-ku, Kumamoto-shi

3 min. walk from City Tram Hanabatacho Sta. 5 min. walk from Airport Remousin Bus Torichosuji stop

TKP ガーデンシティ熊本 5F 不知火

熊本市中央区下通 1-7-18 ホテルサンルート熊本

熊本市電花畑町駅 徒歩約 3 分。阿蘇くまもと空港よりリムジンバス 通町筋下車徒歩約 5 分

 Admission Free. Pre-registration is highly recommended.  Books can be purchased or ordered on the day for a 10% discount.
Presentations with this mark will be in Japanese.
 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。
このマークのあるワークショップは日本語で行われます。

11:00

Doors Open
Kevin Churchley

Bring Learning to Life with the Oxford Reading Tree
オックスフォード・リーディング・ツリーで英語学習を活気づけよう

11:40 - 12:30

Stories that we remember from childhood become special
friends and remain treasured companions. Stories that
we teach in the classroom provide depth and context
to a grammar point, drill or textbook exercise. In this
presentation, Kevin will show how the stories of the Oxford
Reading Tree help to make learning personal, relevant and
fun.

12:30 - 13:30

Lunch Break
Barbara Sakamoto

Let's Connect! English Unlocks the Wider World

13:30 - 14:20

子供の頃に読んだ絵本の内容はずっと心に残るものです。絵本を
使うことで英文法の要点や教科書の問題も自然な文脈の中で捉え
ることができるようになり、より深い理解に繋がっていくとともに、
反復練習にも役立ちます。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学習を実生活と関連付
けながら楽しむ方法をお伝えします。

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.

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。

Yoriko Taniyama

Ways to Teach Useful and Natural English in Elementary Schools
小学校外国語活動で養いたい～実生活で役に立つ自然な英語表現～

14:40 - 15:30

Yoriko has a wealth of experience in team-teaching with
homeroom teachers in elementary schools and believes it
is important to examine the target language so children can
learn useful and natural English they will use in real life. In
this presentation, she will share tips that will help children
to learn natural expressions and she will demonstrate
various classroom-tested activities.

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

小学校外国語活動において、英語講師は言語材料を慎重に吟味す
る必要があります。子どもたちには、実生活に役立つ英語、自然
な英語表現を学んでほしいからです。このプレゼンテーションでは、
小学校外国語活動の実践例を紹介しながら、子どもたちが自然な
英語表現を養うための方法をご提案します。

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

