
Call for papers for
The 5th Tohoku Chapter of J-CLIL

Online conference
Saturday July 16th, 2022.

The Tohoku Chapter of J-CLIL invites abstracts for the 5th Tohoku Chapter of J-CLIL conference to
be held online. The conference aims to gather educators from primary school to university level to
share practical ideas for the implementation of integrated education called CLIL (Content and
Language Integrated Learning) or CBLT (Content-based Language Teaching).

Submissions
We would like to invite educators with an interest in CLIL (CBLT) to submit an abstract for an oral
paper (20 minutes) to be presented via Zoom. Submissions are invited in any area related to CLIL.
Areas of interest include but are not limited to:
CLIL theory and or practice
CLIL methodology
CLIL materials development
CLIL pedagogy

The Tohoku chapter of J-CLIL is a bilingual conference and papers may be presented in either
English or Japanese.

Proposal Format
Abstracts can be submitted in the language you would like to present in, either Japanese or English.
Abstracts should include the presentation title and should be a maximum of 250 words (English) or a
maximum of 600 characters in Japanese.
All proposals should be sent to j.clil.tohoku@gmail.com
Please write ‘J-CLIL abstract submission’ in your mail title and include presenter name(s),
affiliation(s) and presentation title in the main body of the text.

The deadline for submission of abstracts is June 17th, 2022.
Contributors will be notified via e-mail by June 24th, 2022, regarding acceptance of their proposal.
*Presenters need to be able to use ZOOM and cannot use any videos or heavy-loaded resources.

Qualifications for Presenters
All primary presenters must be members of J-CLIL. Co-presenters do not have to be members
but must be registered for the conference if they plan to attend. Membership costs 2.000 yen for a
year.
Please refer to the J-CLIL website for membership information:
https://www.j-clil.com

Questions?
Please contact Barry Kavanagh (Tohoku chapter J-CLIL chair) at
kavanagh.barry.e7@tohoku.ac.jp

https://www.j-clil.com
mailto:kavanagh.barry.e7@tohoku.ac.jp


日本CLIL教育学会
東北支部第5回大会発表募集
開催日時：2022年7月16日（土）オンライン形式(ZOOM)
日本CLIL教育学会東北支部では、東北支部第5回大会（オンライン）の発表を募集します。当大
会は、初等・中等教育、高等教育に携わる教師がCLIL（科目内容と言語を統合した学習）及び
CBLT（内容を重視した言語指導）に関する実践的アイディアを共有することを目的としています。

募集概要
CLIL （CBLT）に関する口頭発表（発表20分）及びポスター発表を
募集します。以下に挙げるように、CLILに関連するテーマであれば応募可能です。
・CLILの理論と実践
・CLILの方法論
・CLILの教材開発
・CLILの教授法
発表での使用言語は、日本語または英語とします。

応募方法
応募要旨は、発表を希望する言語（日本語または英語）で作成してください。
応募要旨には、タイトルを記載してください。要旨の本文は、英語は250語以内で、日本語は600
字以内で作成してください。

送付先：j.clil.tohoku@gmail.com
＊メールの件名には「J-CLIL発表応募」と記載してください。メール本文には、発表者の氏名と所
属、発表タイトルを記してください。

応募期限：2022年6月17日（金）
採択通知：2020年6月24日（金）

条件:ZOOM による発表が各自で出来ること。動画など容量が大きい資料は不可。
応募資格
筆頭発表者は日本CLIL教育学会の会員となる必要があります。共同発表者は非会員でもかま
いませんが、大会に出席する場合には、参加申し込みを行ってください。
日本CLIL教育学会の年会費は2000円です。入会手続きについては、以下のウェブサイトをご覧
ください。
https://www.j-clil.com

問い合わせ先
ご質問は以下にお願いします。

バリー・カヴァナ（J-CLIL東北支部長）kavanagh.barry.e7@tohoku.ac.jp

mailto:j.clil.tohoku@gmail.com
https://www.j-clil.com
mailto:kavanagh.barry.e7@tohoku.ac.jp

