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

Nagoya, February 12th Sunday 名古屋 2月12日
（日）
Nagoya AT Bldg. 2F Nagoya Sun Sky Room A

1-18-22 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi

3 min walk from subway Fushimi sta. Exit 8

名古屋 AT ビル 2F 名古屋サンスカイルーム A 室
地下鉄伏見駅 8 番出口より徒歩約 3 分

名古屋市中区錦 1-18-22

 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.

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。

Setsuko Toyama

What are Special Needs? Doesn't Every Child Need Some?

11:40 - 12:30

A classroom is a small replica of the real world children will
eventually enter and live in. Learning to accept and respect
the differences and needs of others in the classroom is
a valuable lesson. Setsuko will share classroom-tested
lessons where children learn the target language through
multiple approaches.

12:30 - 13:30

特別支援は、特別支援学級だけのものではありません。通常学級
でも支援を必要とする児童は増えています。社会の縮図である学
級の中で、クラスメイトの多様性を受け入れることは、将来に向け
ての重要なトレーニングと言えます。子どもたちには多様な学習者
に対応する英語授業を経験させたいものです。このプレゼンテー
ションでは小学校で実践した授業をご覧いただきます。

Lunch Break
Kathleen Kampa and Charles Vilina

Building English Fluency in the Primary Classroom

13:30 - 14:20

すべての子どものための特別支援

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.

流暢性を高める児童英語の授業づくり
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。

Kaj Schwermer

The Oxford Phonics World of Music: 6 secrets of using songs and chants in your classes
授業に歌とチャンツを取り入れる 6 つの秘訣

14:40 - 15:30

Join us as we explore, for the very first time, some of the
delightful songs and chants that award-winning musician
Laurie Thain has created especially for Oxford Phonics
World . From this workshop, you will take home six
“secrets”to using songs and chants that you can put
to work right away in helping your students have fun,
communicate and thoroughly enjoy learning to read and
write.

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

このワークショップでは、権威ある賞を受賞した音楽家ローリー・
サインが Oxford Phonics World のために書き下ろした楽しい歌
とチャンツを使い、子供たちが楽しみながらコミュニケーションを図
り、またリーディングやライティングの学習に発展させるための 6
つの秘訣を紹介します。

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

