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関西学院大学西宮上ヶ原キャンパス

講師：関西学院大学言語特別講師及び
　　　英語常勤講師

日程：2022年 8月 2日(火)～ 8月 5日(金)
　いずれの日も午前10 時～午後4 時

場所：関西学院大学西宮上ケ原キャンパス
　　　大学院１号館

対 象 者：中学校・高等学校の英語教員で、
　　　　  全日程参加が可能な方

募集人数：40 名（先着順） 

受講料：21,000 円

申込方法：申込書を下記へ郵送、email また
は下記URL よりお申込みください。
折り返し受講料振込用紙等を郵送致します。

〒662-8501 西宮市上ケ原一番町1-155
関西学院大学 教務機構 言語教育研究センター 
夏季英語セミナー担当
TEL： ０７９８－５４－６１８０

■Web 申込URL：
https://forms.office.com/r/t4bL4wkm2D

■案内ウェブサイト：
https://www.kwansei.ac.jp/society/
english_seminar

 

申込期間：７月１日（金）～ 7 月18 日（月）必着

SUMMER
SEMINAR FOR
ENGLISH
TEACHERS
2022

英語教員のための夏季英語セミナー
～英語４技能に対応した授業のために～

主　催
関　西　学　院　大　学

教務機構　言語教育研究センター
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関西学院大学
教務機構 言語教育研究センター

〒662-8501 西宮市上ケ原一番町1-155
TEL : 0798-54-6180
FAX : 0798-54-6190

Eメール : kglc-sset@kwansei.ac.jp
http://www.kwansei.ac.jp/c_language/

募集要項

大学院
１号館

関学正門前（阪急バス）



Topics�for�Activity�Workshops

参加者の声

自身が学んできた日本の英語教
育とはまた違う、世界のネイテ
ィブ視点ならではのアプローチ
法は、とても勉強になり、一気
に視野が広がりました。

Our�Goal�through
SSET

 Our goal is to incorporate the needs
of teachers into SSET by encouraging
participants to actively engage in
collaborative workshops. We hope that
participants will leave the seminar
with a wider range of tools at their
disposal to use in their classes.

What�can�I�learn�from�SSET?

複数回参加していますが、
毎回新しいコンテンツや教育法
が学べるので、とても助かって
います。

実践的な手法やアイデアをたく
さん学べました。すぐに授業で
活用していきたいと思います。

英語を学ぶモチベーションアッ
プのための映像コンテンツやア
クティビティーなど、たくさん
の技法を紹介してくださいまし
た。どれも新しい発見ばかりで、
感動です。

Task-based learning
Using music
Using fables and stories
Dictogloss
Multi-sense learning
Using cards for activities
Adapting textbooks
Sentence mining
Teaching conversation
Group work
Using video
Business simulations
Discourse structure
Environmental education
Listening skills
Video presentations
Role plays
Critical thinking

Integrated�Workshop

 Participants will work with their peers
for one session each day, to create a
lesson plan for a demonstration
lesson which they will conduct on the
final day.

∼英語4技能に対応した授業のために∼

 関西学院大学 教務機構 言語教育研究センターでは、中
学校・高等学校の英語教員の方々を対象として夏季英語
セミナーを下記のとおり開催します。
 このセミナーは、関西学院大学でインテンシブ・イン
グリッシュ・プログラムの授業を担当している英語教育
の教授法を身につけた英語を母語とする教員が、関西学
院大学西宮上ケ原キャンパスで４日間に渡り実施する英
語による集中コースです。
 昨年に引き続き４技能の教授法を中心に充実したプロ
グラムとなっております。ぜひご参加いただき、普段と
は違った環境の中で大きな成果を掴んでください。

What�is�the�SSET?
 Now in its 30th year, the Kwansei Gakuin University
(KGU) Language Center’s Summer Seminar for English
Teachers (SSET) has been working to provide a
valuable opportunity for secondary school Japanese
Teachers of English (JTE) to brush up on and to
further develop their English language skills and
teaching techniques in a collaborative environment
with their colleagues from other middle schools, high
schools and the KGU Language Center’s instructors.

 This seminar provides an opportunity for working
teachers to learn about current trends in TESOL and
to share and practice effective ways of teaching
English. SSET includes workshops on teaching skills
development and various special topics. SSET also
includes discussion sessions in which participants
can share teaching ideas and materials with their
peers.

SSET�Theme�2022
 We will focus on active learning so that attendees
can leave this seminar with practical knowledge,
skills and activities that can be adapted to both
junior and senior high school classrooms, with
students of various ability levels and degrees of
motivation.


