
2019 JFT Japanese Language Teacher Summer Training Schedule 

Workshop 1: Thursday, July 4, 10:00 am-Noon 

Japanese conversation class (designed for non-native speakers) 

• 10 am-11am: Conversation class (offline) 

• 11: 00-11: 15: How to use Zoom and check connectivity 

• 11:15 am-noon: Conversation class (online) 

 

Workshop 2: Thursday, July 4, 1:00 pm-5:00 pm   ICT 

• 1:00 pm-2:30 pm: ICT course "Finding Japanese culture resources on YouTube" 

• 2:30 pm-3:00 pm: Fair Dealing and Using Anime Resources from Japan 

• 3 pm-5 pm: Sharing Best Practices (using the World Café Method) 

Workshop 3: Friday, July 5, 10:00 am-5:00 pm  Flipped classrooms and ICT 

• 10:00 am to noon: What is a Flipped Classroom? (recording included) 

• Noon-1:00 pm: Lunch break 

• 1-3 pm: ICT course (Using “Socrative” for serious quizzes, avoiding student plagiarism) 

• 3 pm-5 pm: Sharing issues (in an EdCamp format) 

 

Workshop 4: Saturday, July 6, 10:00 am-5:00 pm  Action-Oriented Approach 

• 10:00-noon: Developing a course in your own strengths using the Action-Oriented 

Approach 

• Noon-1:00 pm: Lunch break 

• 1 pm-3 pm: Creating your first website workshop 

• 3 pm-5 pm: Searching for communities to market to 

 

 

 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/page-9.html#h-26


2019JFT 日本語教師夏期研修 スケジュール 

研修１：7 月 4 日（木）午前 10 時－正午 

日本語会話クラス（非母語話者が主な対象） 

 午前 10 時－11 時：会話クラス（オフライン） 

 午前 11 時－11 時 15 分：Zoom の使い方と接続チェック  

 午前 11 時 15 分－正午：会話クラス(オンライン）  

 

研修２： 7 月 4 日（木）午後 1―5 時  ICT   

 午後 1 時―2 時 30 分：ICT 講座「日本文化のリソースを YouTube で探す」 

 午後 2 時 30 分―3 時：日本の先住民族を取り上げたアニメの試写会（Fair Dealing） 

 午後 3 時－5 時：ワールドカフェ形式でベストプラクティス共有 

 

研修３： 7 月 5 日（金）午前 10 時ー午後 5 時  反転事業と ICT  

 午前 10 時－正午：反転授業とは（撮影込み） 

 正午－午後 1 時：昼休み 

 午後 1 時－３時： ICT 講座（Socrative で真面目なクイズをする、学生の剽窃を防

ぐ） 

 午後 3 時－5 時：EdCamp 形式でそれぞれの課題の共有 

 

研修４：7 月６日（土）午前 10 時ー午後 5 時  行動中心アプローチ 

 午前 10 時－正午：自分の強みでコースを開発するための行動中心アプローチ  

 正午－午後 1 時：昼休み 

 午後 1 時－３時：初めてのウェブサイト作成ワークショップ 

 午後 3 時－5 時：マーケティングのためのコミュニティ探し 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-42/page-9.html#h-26

