
先生方からご好評いただいている Cambridge Day - 中高の英語科教員向けセミナー を、昨年に続き今年も北海道で開催します！プ

レゼンテーションってどうやって教えるの？ 4技能試験時代、文法指導はどうしたらいい？何か授業で出来る工夫についてアイディ

アが欲しい…！そんな先生方の日頃の疑問解決のヒントになる Cambridge Day。この機会をお見逃し無いよう皆さま奮ってご参加く

ださい。

By popular demand, Cambridge University Press Japan will be holding its 2nd “Cambridge Day” in Hokkaido.  Cambridge Day 

Hokkaido will have workshops to answer a range of commonly asked questions from “How do I teach presentation?” to “How 

do I teach grammar for 4-skill exams?”, along with other great ideas and tips for your classroom. Don’t miss this opportunity 

and join us at Cambridge Day Hokkaido!

Organiser:

2019年 6月 23日 (日 ) 12:40 ～ 16:40 (受付 12:15～ )
北星学園女子中学高等学校 (〒064-8523 北海道札幌市中央区南４条西 17-2-2)

Sunday, 23rd June, 2019, 12:40 - 16:40 (Doors open 12:15)
Hokusei Gakuen Girls' Junior & Senior High School
対象： 中学校、高等学校、高専の英語教員および教育関係者　費用： 無料　申し込み： 要事前予約
Recommended for: Junior and Senior High School, and Technical College Teachers     Fee: Free     Reservation required

Cambridge Day Hokkaido - 英語科教員セミナー

CAMBRIDGE 

DAY

Cambridge Day    好評につき昨年に続き北海道で開催！
入場無料 要事前予約 中・高英語教員

※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
※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 maybe subject to change without notifications.
※主催者による開会・閉会の挨拶がございます。

13:40 - 13:50

14:05 - 15:05

15:20 - 16:20 Workshop 2nd session (2回目)

13:50 - 14:05

12:40 - 13:40

北星学園女子中学高等学校Cambridge English School 成果報告 － 北星学園女子中学高等学校 吉田 努 先生

Plenary

15:05 - 15:20 Break (休憩)

英語教育を本気で改善するために必要なこと － 指導・評価，教材，入試の観点から

向後 秀明  (敬愛大学英語教育開発センター長・国際学部国際学科教授・
前文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課　教科調査官 )

12:15 - 12:40 Registration 注) 日曜午前中は礼拝があるため、外部の方は12時まで校内に入ることができません。12時以降の来校厳守でお願いいたします。

16:20 - 16:40 Booklook (教材展示)

Schedule & Application

Workshops

(1時間完結)

Workshop A

英語で学ぶ英文法
～Grammar in Useの授業

での実践例～
白鳥 金吾

(北星学園大学短期大学部 )

Workshop C

Developing our Students’ 
Presentation Skills: 

Step by Step
Steven Gershon

(J.F. Oberlin University)

Workshop B

CLIL型思考力を高める
授業実践

細 喜朗
(早稲田大学本庄高等学院 )

Workshop 1st session (1回目)

Break (休憩)



Name:   Mr / Ms

Email: 

School:

Tel: School / Home

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 6月 20日 (木 ) 午後 5時までにお申し込みください。
To reserve a place, please call, fax or email Cambridge University Press.

Tel: 03-3518-8272    Fax: 03-3518-8274    Email: japanevent@cambridge.org

This information is for the sole use of the organisers. 頂いた個人情報は主催者によってのみ必要な範囲内で利用させていただくことがございます。

14:05 -15:05　1st session (1回目 ) Workshop A
白鳥 金吾

Workshop B
細 喜朗

Workshop C
Steven Gershon

Workshop B
細 喜朗

Workshop C
Steven Gershon15:20 -16:20　2nd session (2回目 )

ご希望のワークショップをお選びください。   Workshop registration is compulsory.

Workshop A
白鳥 金吾

Plenary and Workshops

英語教育を本気で改善するために必要なこと－ 指導・評価，教材，入試
の観点から
向後 秀明 (敬愛大学英語教育開発センター長・国際学部国際学科教授・
　　　　　前文部科学省初等中等教育局教育課程課・国際教育課 教科調査官 )

小・中・高等学校のいずれも、次期学習指導要領における英語教育は大きく変わります。しかし、児童生徒は学習指導要領を見
て授業を受けるわけではなく、問われるのはそれを実行する教員の本気度です。その本気度は、実効性のある学習到達目標の作
成とその達成のために行う言語活動、適切な教材の利用、入試を含む評価の改善などに向けられる必要があります。これらの点
について、できるだけ具体的に提案させていただきます。

Plenary

Workshop A - Grammar

英語で学ぶ英文法～Grammar in Useの授業での実践例～
白鳥 金吾 (北星学園大学短期大学部 )

英文法の授業では "Grammar in Use”を使用して英語で講義をしています。本教材は実践的な英語のエッセンスが詰まってい
るで、教室では、学習した知識を実際に活用する機会を多く設けています。学生からは「英語で文法を学ぶのは新鮮だった」、「英
文法を全て英語で学習することによって自分の英語力がかなり上がった」などの評価を得ています。本ワークショップでは、学
習意欲を高め、学習への能動的な参加を促す「英語による文法指導」の取り組みを紹介します。

Workshop B - CLIL

CLIL型思考力を高める授業実践　
細 喜朗  (早稲田大学本庄高等学院 )

ケンブリッジ大学出版局『Unlock』などを使用した前任の公立高校の取り組みや、思考力向上を目指すデモレッスンなど、授業
で活かせるアクティビティなどを共有します。

Workshop C - Presentation

Developing our Students’ Presentation Skills:  Step by Step
Steven Gershon (J.F. Oberlin University / Present Yourself author)

In this session, we’ll first consider the importance of communication skills in today’s globalized world. Then we will look at 
where the fear of public speaking comes from in terms of the basic differences between presenting and conversing. Finally, 
we will work through a process-based approach to teaching presentation skills that can give our students’ confidence 
whenever they speak in front of an audience. 
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