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2 桃山学院大学　　　　大阪府和泉市まなび野1-1

3

回

7 月 26 日 （ 水 ）
9 ： 30 ～ 16 ： 40

7 月 27 日 （ 木 ）
9 ： 30 ～ 16 ： 40

7 月 28 日 （ 金 ）
9 ： 30 ～ 16 ： 40

4

5 1コマ (90分）　500円

6

7 申し込み先

8

9

立

〒

〒

日時内容等

日　　　　時 内　容 講師等

1

A:Designing and Administering Speaking Tests
B:英語のアクセント・リズム・イントネーション
C:Utilising Movies and Television as Language Learning Recourses
D:英語の様々な音声現象

A:Adrian Wagner(国際教養学部講師）
B:南條健助（国際教養学部准教授）
C:Adrian Wagner(国際教養学部講師）
D:南條健助（国際教養学部准教授）

2017年度　アンデレ講座

英語教員夏季ワークショップ

対 象 小学校、中学校、高等学校及び支援学校等の教職員

会 場

E:釣井千恵(国際教養学部准教授）
F:釣井千恵(国際教養学部准教授）
G:Warren Decker（学習支援センター）
H:釣井千恵(国際教養学部准教授）

3

I :意識化タスクの理論と実践
J:インプット処理指導の理論と実践
K:Hip-Hop Music in English Language Education
L:訂正フィードバックの理論と実践

I :島田勝正(国際教養学部教授）
J:島田勝正(国際教養学部教授）
K:Warren Decker（学習支援センター）
L:島田勝正(国際教養学部教授）

募集定員

※教員のスキルアップ講座として、1講座単位でお申し込みいただけます。

2

E:認知プロセス研究に基づいた外国語学習法を考える
F:「国際語としての英語」・「共通語としての英語」をどう教えるか
G:Unlocking Creativity through Word-Play
H:日本の英語教育への「母語話者信仰」の影響

受講料

30名  (定員に達し次第、締め切りいたします。）

--------------------（ファックスで申し込む場合は切り離さないでください）---------------------

申し込み方法 E-maiｌ、　FAX、　郵送

申し込み締切日

注意事項

7　月　１４　日　（金）

お申し込み後にキャンセルされる場合はご連絡下さい。

〒594-1198　大阪府和泉市まなび野1-1

桃山学院大学　エクステンション・センター
E-mail： exkoukai@andrew.ac.jp  /  FAX: 0725-54-3294

　　　　申込講座の記号に○を付けてください。　　　　A　　B　　C　　D　　E　　F　　G　　H　　I　　J　　K　　L

名前
ふりがな

所在地 E-Mail

TEL
FAX

※太線枠内については必ずご記入ください。迅速な連絡確保のため自宅連絡先もできるだけご記入ください。

                       平成　　　年　　　月　　　日

「２０１７年度　アンデレ講座」 受講申込書

自宅
連絡先

住所 E-Mail

TEL
FAX

所属
連絡先

学校園名



2017年度 アンデレ講座 「英語教員夏季ワークショップ」 時間割および講座の概要 

 

7月 26日（水） 
 時間（教室） 講師名 講座名 

A 
9：30～11：00 

聖ヨハネ館J-309教室 
Adrian Wagner Designing and Administering Speaking Tests 

概

要 

Communicative English language classes are becoming more commonplace in educational institutions at all 

levels and for all age groups. While the goal of classes is to increase communicative ability, the culmination 

of many courses of study is assessment and grading.  

However, planning and implementing assessment of speaking ability is something that many teachers struggle 

with.  This workshop will focus on designing speaking tests to match the goals of communicative English 

classes. Participants will be informed of a range of styles of speaking tests, questions styles and grading 

rubrics, and hopefully leave with the knowledge and ability to design effective speaking tests for their own 

educational context. 
 

B 
11:10～12：40 

聖ヨハネ館J-309教室 
南條健助 英語のアクセント・リズム・イントネーション 

概

要 

この講座では、最近の英語音声学・音韻論の研究成果に基づき、英語のアクセント・リズム・イントネーションにつ

いてお話しします。そして、ご一緒に声に出して確認してゆきましょう。 

C 
13：30～15：00 

聖ヨハネ館J-309教室 
Adrian Wagner 

Utilising Movies and Television as Language Learning Recourses 

 

概

要 

Outside of the classroom, popular culture offers students their most regular encounters with foreign languages 

and culture. As the majority of students already have an interest in and experience of western popular culture, 

it is an attractive resource for teachers.  Not only can the use of movies and television in the classroom offer 

students guided and genuine encounters with the target language, it can increase student motivation and 

promote cultural awareness.  In this workshop teachers will see different ways of adapting movies and 

television shows for use in English language classes. 

D 
15：10～16：40 

聖ヨハネ館J-309教室 
南條健助 英語の様々な音声現象 

概

要 

この講座では、最近の英語音声学・音韻論の研究成果に基づき、英語の様々な音声現象についてお話ししま

す。そして、ご一緒に声に出して確認してゆきましょう。 

 

７月２７日（木） 
 時間（教室） 講師名 講座名 

E 
9：30～11：00 

聖ヨハネ館J-309教室 
釣井千恵 認知プロセス研究に基づいた外国語学習法を考える 

概

要 

外国語を「使える」ようになるためにはどのような学習法が必要なのでしょうか。外国語を話せる（聞ける、読める、

書ける）ようになるための学習法を考えるためには、私たち人間がどのように話す（聞く、読む、書く）のか、そのプ

ロセスを知る必要があります。本講義では、とくに読解と聴解のプロセスに関する研究について説明し、その研究

成果から示唆される英語の学習方法を紹介します。そして、学習者のレベル、素材の難度、学習目標などにあわ

せて、どの時点でどのような学習タスクやトレーニングを取り入れると効果的なのか、実践方法を考えます。 

F 
11：10～12：40 

聖ヨハネ館J-309教室 
釣井千恵 「国際語としての英語」・「共通語としての英語」をどう教えるか 

概

要 

「英語は国際語である」、または「英語は世界の共通語である」という主張をよく聞きます。「国際語としての英語」、

「共通語としての英語」とはどのようなものなのでしょうか。英語を「国際語」または「共通語」とする視点から行われ

ている、英語教育に関する議論や研究を紹介します。専門用語を含む英語論文の一部を一緒に読みますので、

辞書をご準備ください。 

 



G 
13：30～15：00 

聖ヨハネ館J-309教室 

Warren 

Decker 
Unlocking Creativity through Word-Play 

概

要 

To understand the vast potential of the English language, (and to understand their own imaginative capacity), 

students need opportunities to use English creatively and artistically in a context in which there are no right or 

wrong answers. However, it can be very challenging to abruptly begin creating, especially in a foreign 

language. In this workshop we will engage in a number of different word-play activities specifically designed 

to help students ease into the concept of using English creatively, with the broader goal of engaging in more 

developed and advanced creative projects. While these activities will hopefully be enjoyable, their importance 

and significance should not be underestimated— some of them are also used by professional authors to 

stimulate their own creative processes. 

H 
15：10～16：40 

聖ヨハネ館J-309教室 
釣井千恵 日本の英語教育への「母語話者信仰」の影響 

概

要 

英語教育における「母語話者信仰」に関する主な議論と研究を紹介します。また本講義担当者が行った「大学入

学案内」の内容分析から明らかになった、日本の「母語話者信仰」の大学英語教育への影響を紹介し、「ネイティ

ブ」教員の役割について議論します。より深く理解し、議論に参加できるよう、Eと Fの講義も可能な限り受講してく

ださい。 

 

７月２８日（金） 
 時間（教室） 講師名 講座名 

I 
9：30～11：00 

聖ヨハネ館J-309教室 
島田勝正 意識化タスクの理論と実践 

概

要 

文法指導が説明一辺倒になっていませんか。意識化タスクとは、明示的な文法説明に代わり、データの中から規

則を発見させようとする帰納的な指導方法です。本講座では、関係代名詞、比較、進行形、副詞の位置の文法項

目を対象に、その理論と実践例を紹介します。 

J 
11：10～12：40 

聖ヨハネ館J-309教室 
島田勝正 インプット処理指導の理論と実践 

概

要 

言語習得はインプットから始まります。インプット処理指導とは、学習者のインプットの不適切な処理方略を修正し

ようとする指導方法です。本講座では、受動態、現在分詞の形容詞的用法（後置修飾）、関係代名詞の文法項目を

対象に、その理論と実践例を紹介します。 

K 
13：30～15：00 

聖ヨハネ館J-309教室 
Warren Decker Hip-Hop Music in English Language Education 

概

要 

Hip-hop music has become a powerful means of artistic expression for people around the world. Because of 

its emphasis on rhymed, metered and rhythmical language; hip-hop music can be effectively incorporated into 

English language teaching. In this workshop participants will be invited to engage in a number of practical 

classroom activities, which can be adjusted to the needs of learners at any level. We will begin with simple 

activities focused on receptive skills, and work towards more advanced productive work. In addition to 

introducing these activities, I will provide teachers with references to specific hip-hop songs and artists that are 

especially well suited to English education.  

L 
15：10～16：40 

聖ヨハネ館J-309教室 
島田勝正 訂正フィードバックの理論と実践 

概

要 

言語学習にとって誤りは避けられません。訂正フィードバックとは、生徒の誤りに適切に対応することです。本講座

では、誤りの生成メカニズムを解明し、訂正フィードバックの理論と実践例を紹介します。 
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