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

Tokyo, February 19th Sunday 東京 2月19日
（日）
Aioi Nissay Dowa Sonpo Shinjuku Bldg. B1 Hall
10 min. walk from JR Shinjuku sta. South Exit

3-25-3 Yoyogi, Shibuya-Ku, Tokyo

あいおいニッセイ同和損保新宿ビル Ｂ 1 ホール 東京都渋谷区代々木 3-25-3
JR 新宿駅南口より徒歩約 10 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
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

10:30 - 11:20

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.

Kathleen Kampa and Charles Vilina

Building English Fluency in the Primary Classroom

11:40 - 12:30

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

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。

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
Rob Peacock

Let’
s Go in the Public Primary Classroom: Techniques and Approaches
公立小学校における Let's Go の導入方法

13:30 - 14:20

In this workshop Rob will look at some flexible and
engaging teaching techniques using Let's Go which have
been recommended to and used by public primary
homeroom teachers through a special program for
gaikokugo katsudo classes.

このプレゼンテーションでは、公立小学校の外国語活動にもお薦
めのコースブックLet’s Goを使いながら、様々な条件のクラスに
対応でき、子供たちの興味を惹きつける英語指導の方法をご紹介
します。

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

14:40 - 15:30

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.

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

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。

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

