
2018 年 3 月 10 日 ( 土 ) 10:10 ～ 14:45 ( 受付 9:40)

神田外語学院　本館　( 東京都千代田区内神田 2-13-13）

Saturday, 10th March 2018  10:10 - 14:45 (Doors open 9:40) 

Kanda Institute of Foreign Languages   (2-13-13 Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo) 

Schedule

※日本語表記 : 日本語ワークショップ、英語表記 : 英語ワークショップ　Language for workshop - Japanese notation: Japanese, English notation: English
※講師、ワークショップの内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。　Contents and schedule may be subject to change without notifications.

CAMBRIDGE DAY 
on CLIL

対象 ： 小学校 ・ 中学校 ・ 高等学校 ・ 大学教員および教育委員会関係者　費用 ： 入場無料　申し込み ： 要事前予約

Recommended for Primary, Junior and Senior High School, and University teachers     Fees: Free     Reservations required 

Supported by :Organizer: British Council 

9:40 - 

 10:10 
        受付 

10:10 - 

 11:00 

    Plenary Talk          [ Main Building 7th floor 本館 7 階] 

Jane Catherine Delaney - The present and future of CLIL 

11:00 - 

 12:00 
        休憩 

12:00 - 

 12:50 

 Workshop  A   [ 本館 3 階 ] 

A1 - 小学校 (Primary) A2 - 中学校 (JHS) A3 - 高校 (SHS) A4 - 大学 (Uni) 

Chantal Hemmi 
（上智大学） 

Learning dialogically through CLIL: 
Two cases from Year 3 primary level  

[日本語サポートあり]

中川 千穂  &  Jon Otto 
（Kogakuin JHS） 

Project-based CLIL in JHS  
using the Uncover series [Part1 of 2] 

[日本語サポートあり] 

細 喜朗 
（千葉県立松戸国際高校） 

公立高校における『CLIL 型・ 

批判的思考力』を高める授業実践

Jane Catherine Delaney 
(CLIL Specialist) 

Speaking with university level students

12:50 - 

 13:10 
       休憩 

13:10 - 

 14:00 

 Workshop B    [ 本館 3 階 ] 

B1 - 小学校 (Primary) B2 - 中学校 (JHS) B3 - 高校 (SHS) B4 - 大学 (Uni) 

ウォルフ 佳代
（四天王寺小学校） 

小学校における 

CLIL 的アプローチの実践

中川 千穂  &  Jon Otto 
（Kogakuin JHS） 

Project-based CLIL in JHS  
using the Uncover series [Part2 of 2] 

[日本語サポートあり]

Jane Catherine Delaney 
(CLIL Specialist) 

Activating Prior Knowledge:  
getting secondary students to speak  

in CLIL classes

深澤 英美 
（上智大学） 

大学での CLIL 

デモレッスン

14:00 - 

 14:45 
 交流会

 

Workshops for Teachers 
近年日本でも話題となり広がりを見せる英語学習法 - 教科学習と英語の組合せ - CLIL （クリル）。
この度ケンブリッジ大学出版では、 ヨーロッパで活躍する CLIL のエキスパートや、 日本の小学校、 中学校、 高校、
大学それぞれの現場で CLIL を実践している先生方を講師陣としてお招きし、 明日の授業のヒントとなる CLIL の実践的な
ワークショップを行います。 CLIL の最新情報、 CLIL にご興味のある先生方はもちろん、 教材にご興味がある先生方も
ぜひご参加ください。

一般財団法人日本私学教育研究所



Workshops

Name:   Mr / Ms

Email: 
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※日本語表記 :日本語ワークショップ、英語表記 :英語ワークショップ
※Language for workshops - Japanese notation: Japanese, English notation: English

ワークショップ A及び Bから、ご希望の回をそれぞれ一つ選んで☑してください。  Workshop registration is compulsory.

 A1  (小学校 Primary)  A2  (中学校 JHS)  A3   (高校 SHS)  A4   (大学 Uni)

Chantal Hemmi 中川 千穂 / Jon Otto 細 喜朗  Jane Catherine Delaney 

 B1   (小学校 Prumary)  B2  (中学校 JHS)  B3   (高校 SHS)  B4   (大学 Uni)

ウォルフ 佳代 中川 千穂 /Jon Otto Jane Catherine Delaney 深澤 英美

12:00-12:50

13:10-14:00

 Workshop  A　  [ 本館3階 ]

 Workshop  B  [ 本館3階 ]

以下必要事項をご記入の上、ケンブリッジ大学出版までお電話、Faxまたは Emailにてお申し込みください。

To reserve a place, please call, fax or email Cambridge University Press.  

小学校における CLIL的アプローチの実践
ウォルフ 佳代 先生  [ 四天王寺小学校 ]
英語通常授業の中で使用している Guess What!、「英語の授業という枠の中でどのような CLIL的なアプローチができるか」
実践の様子やミニ模擬授業を通して共有します。

Project-based CLIL in JHS using the Uncover series 
中川 千穂 先生 , Mr Jon Otto   [Kogakuin Junior High School ]
The aim of this workshop is to introduce methods to design CLIL projects using the unit themes from 
the Cambridge Uncover series, with examples from successful projects at Kogakuin Junior High School. 
In addition, this workshop will discuss the way Kogakuin teachers decide how (and if) projects should be 
assessed, with example rubrics.  （日本語言語サポートあり）

公立高校における『CLIL 型・批判的思考力』を高める授業実践
細 喜朗 先生   [ 千葉県立松戸国際高校 ]
ケンブリッジ大学出版局の『Unlock』を使用した CLIL 型・批判的思考力向上を目指す授業実践の指導方法を扱い、
実際の授業をワークショップ形式で参加者と共有します。

Learning dialogically through CLIL: Two cases from Year 3 primary level 
 Dr  Chantal Hemmi   [Sophia University]     [ 逸見シャンタール先生     上智大学准教授 ]
In this session, I first define what CLIL (Content and Language Integrated Learning) is, referring to the literature and MEXT’s 
aims to make learning dialogic.  I share two cases where a light CLIL approach was employed in a Year 3 class in a state
elementary school and private school in Tokyo.　（日本語言語サポートあり）

Activating Prior Knowledge: getting secondary students to speak in CLIL classes
 Ms Jane Catherine Delaney  [ CLIL Specialist  ]
It can be difficult to get students, especially teenagers, speaking in the CLIL classroom. This practical session will look at 
ways to  motivate students to speak during the lesson.

Speaking with university level students
 Ms Jane Catherine Delaney  [ CLIL Specialist  ]
In large groups, it can be challenging to get students to speak. This practical session will offer ideas to help us to generate 
as much speaking as possible in the university classroom.

大学での CLIL　デモレッスン
 深澤 英美 先生　[ 上智大学 言語教育研究センター 講師  ]
このワークショップでは上智大学 1年生のアカデミック・コミュニケーション１の授業を再現して、CLIL のデモレッスンを行います。
CLIL の原理に基づき、critical thinking をタスクデザインに組み込んでいく方法を紹介します。

  Tel: 03-3518-8272 

  Fax: 03-3518-8274

Email: japanelt@cambridge.org

Two part workshop 
(50 mins x 2)
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