
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

Sendai Sunplaza 5F Katorea 　5-11-1 Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi
13 min. walk from JR Sendai Sta. Near JR Tsutsujigaoka Sta. Exit 2

仙台サンプラザ 5Ｆ カトレア　仙台市宮城野区榴岡 5-11-1
JR 仙台駅東口より徒歩約 13 分。JR 仙石線榴ヶ岡駅出口 2 すぐ

Sendai, February 26th Sunday　仙台 2月26日（日）

11:00 Doors Open

11:40 - 12:30

Setsuko Toyama
What are Special Needs? Doesn't Every Child Need Some?　すべての子どものための特別支援

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.   

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。

12:30 - 13:30 Lunch Break

13:30 - 14:20

Corey Fegan 
Succeeding at Reading　リーディングスキルを高める秘訣

Teachers want to give their students the best tools to help 
them succeed, and often create new ways of using the 
material around them. Focusing on using Oxford Phonics 
World 1 and 2 to help prepare students to enter a reading 
program, Corey will share tips and ideas for helping 
students who are beginning to learn how to read.

教師として子供の学習成果を最大限高められるよう、同じ教材でも
使い方を工夫して有効活用したいものです。このプレゼンテーショ
ンでは Oxford Phonics Worldレベル 1 と２を用いながら、これ
から英語の読み方を学ぶ幼児や児童への指導のアイデアやコツを
ご紹介します。

14:40 - 15:30

Patrick Jackson
Linked Language Learning Forever!　言語学習を様々な活動に関連付け多元的な学びの環境を創ろう！

Successful language learning is all about making links, links 
between students, links to school subjects, links between 
songs and the syllabus, home-school links, student-teacher 
links and links to digital materials. Every lesson should give 
every student a positive, inclusive, creative, and motivating 
learning experience. Join Patrick and explores the Linked 
Language Learning in Everybody Up.   

言語学習を成功させる秘訣は、子供たち同士の関係や生徒と教師
の繋がりを深め、他教科と連携し、授業と家庭学習を結びつけ、
デジタル教材を導入する、といった「関連付け」に尽きます。授
業はすべての生徒にとって参加しやすく、創造的で学習意欲の高
まるような内容でなければなりません。このプレゼンテーションで
は、様々な要素を関連付けた言語学習を可能にする Everybody 
Up をご紹介します。

� 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. Presentations with this mark will be in Japanese. Presentations with this mark will be a webinar.
�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。 このマークのあるワークショップはウェビナーで行われます。

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

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




