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背景

• 卒業生アンケート結果

緊急に改善を要する項目 → 英語教育

大学受験がない
専門科目への偏重
英語への苦手意識
入学時の基礎学力（特に文法）不足 など

英語科・ＦＡＯＴ 共同提案 → 多読・外部試験の導入など



多読指導

平成1４年 電気・電子システム工学科で実施

（西澤・吉岡グループ）

平成16年

本科の全学年・全学科の学生を対象にして

英語講読の授業内外で多読指導を開始

（英語科）



外部競争的資金申請へ

平成17年度

独立行政法人国立高等専門学校機構

特別教育研究経費（学生指導の充実）

課題名：

発信型英語教育カリキュラムの構築及び実践

２４０万円採択



目的

• 高専生が積極的に英語を運用する能力を向
上させるためのカリキュラム編成および実践

ーーー多読指導・語彙コロケーション指導・
プレゼンテーション指導の融合 ーーー



カリキュラムの構築

◆ 各科目を有機的に結びつける。

（英語講読・英語文法作文・英語表現。英語会
話・科学英語基礎など）

◆ 可能な限り数値目標(語数・点数）を掲げる。

◆ カリキュラム体系図を構築する。

お手元のハンドアウト別紙１を参照



多読指導 (1)

• 多読教材の冊数・金額 (H17.11.10）

冊数 金額

• 平成１５年度 2,214 ¥1,100,270

• 平成１６年度 3,147 ¥2,002,380

• 平成１７年度 1,081 ¥ 647,676

• 合 計 6,442 ¥3,750,326



多読指導 （２）

• 目指せ100万語

• 各学年の多読語数最低ライン

累計
• 高専1年前期 １万語以上
• 高専1年後期 １万語以上 ２万語以上
• 高専2年前期 １万語以上 ３万語以上
• 高専2年後期 １万語以上 ４万語以上
• 高専3年前期 １万語以上 ５万語以上
• 高専3年後期 １万語以上 ６万語以上
• 高専4年前期 ３万語以上 ９万語以上
• 高専4年後期 ４万語以上 １３万語以上

学生 多読記録手帳に語数を記入 → 教員がチエック



多読指導 （３）

多読 学年別 平均

冊数 冊数 語数 語数

学年 H17前期 H16 + H17前期 H17前期 H16 + H17前期

1 8 8 25534 25534

2 26.8 49.6 55369 81574

3 13.3 16 67246 72991

4 12.1 28.8 43134 70433



語彙・コロケーション指導（１）

• 5年間で約4,200語の単語を学習します。（中学必修相当語彙を含む）
• 累計
• 中学で学習した語彙（単語） 約900語 約 900語
• 高専1年前期で学習する新語彙 約200語 約1100語
• 高専1年後期で学習する新語彙 約300語 約1400語
• 高専2年前期で学習する新語彙 約300語 約1700語
• 高専2年後期で学習する新語彙 約300語 約2000語
• 高専3年前期で学習する新語彙 約400語 約2400語
• 高専3年後期で学習する新語彙 約400語 約2800語
• 高専４年前期で学習する新語彙 約500語 約3300語
• 高専4年後期で学習する新語彙 約500語 約3800語
• 高専5年前期で学習する新語彙 約200語（専門語彙） 約4000語
• 高専5年後期で学習する新語彙 約200語（専門語彙） 約4200語



語彙・コロケーション指導（2）

平成17年度 語彙学習ソフトの紹介

「高専生のための語彙リスト

‘’COCET 3300’’」の利用 http://cocet.nime.ac.jp/

◆平成18年度全学生オンライン登録）

◆平成18年度～ 1年生～3年生まで全クラス

年間30回の単語テスト(COCET3300)を実施



語彙・コロケーション指導（３）

英語特有のコロケーションの指導

（lexical bundles) 別紙2参照

熟語ではなく使用頻度の高い言い回し
（英語教育の現場ではほとんど教えられていない。）

例えば：the rest of the world

Lexical bundles 100例文の提示

（非常勤講師 村尾玲美 ）



プレゼンテーション指導（１）

低学年

3行スピーチ・5行スピーチ・Show and Tell

↓

高学年・専攻科

プレゼンテーション技法を理解する。簡単な図、表、
グラフ等の内容を英語で説明するプレゼンテーショ
ン原稿を作成し、口頭発表することができる。



プレゼンテーション指導（2）
• . Breast Cancer

Hello, everyone. My name is Yuki Makino of Toyota National College of Technology.

Do you know “Breast Cancer”? Breast cancer is Nyugan in Japanese. Today I’d like to 
tell you about breast cancer. I have three points I want to show you today.

First, it is said that one of 30 in Japanese women will get breast cancer. Look at this 
line graph. This line graph shows the number of people who get breast cancer in 1975 
and 1996. The horizontal axis indicates age, and the vertical axis shows the population. 
People who get breast cancer increase. 

Second, People from 30 to 50 years old account for most of them. And people from 
45 to 50 years old reach a peak. 

Last, there is no way to prevent breast cancer, today. But, if they can find breast 
cancer early,  about 90 percent get well. So, we should check for ourselves or have a 
test for breast cancer early.

Like this, breast cancer is not scary disease. It’s important to find it early. Do you know 
“Pink Ribbon”? Pink Ribbon is a symbol mark what the importance is appealed. I hope 
that Pink Ribbon will be made known in Japan and people who get breast cancer will 
decrease.

Now I’d like to review my points. Let me conclude my speech with this statement. Do 
you have any questions? Thank you for listening to my presentation.



プレゼンテーション指導（3）

• Good morning everyone. My name is Asami KOBAYASHI.

Do you know this phrase, "Your palate's sweet heart, LOTTE" ? I like sweet food and often have 
Chewing gum and Chocolate. A chewing gum  is always in my bag. 

Today I’d like to tell you about LOTTE from three points; corporate profile, corporate philosophy 
and group companies.

First, I’d like to talk about corporate profile. 

Lotte’s head office is situated in TOKYO. Lotte was established in Shinjuku-Ku in 1948 by the 
founder Takeo Shigemitsu. The founder is the Korean living in Japan. He visited Japan when he 
was 18, and established Lotte at the age of 26. Lotte employs about 3,600 workers as of 2004. 
The superior confectionery products from the Lotte Group are recognized by consumers in some 
70 countries around the world, including Europe and Asia. The Lotte Group produces more than 
200 different kinds of confectionery products through its plants and sells them in the primary 
markets of Japan and South Korea, along with bases in the United States, Southeast Asia, and 
other regions. The gum share of Lotte is No.1 in Asia, and it ranks third in the world.

Second, I’d like to tell you about LOTTE’s corporate philosophy.

Lotte has three core themes.

First,”User Oriented”: Lotte provide them with products and services that enhance richer lives 
and greater satisfaction. This is the sprit that infuses Lotte’s corporate philosophy.

Second,” Originality”: Lotte constantly challenges themselves to define new and unique products 
and services.

Last,” Quality”: Lotte will continue to insist on the highest quality.

Last, I’d like to tell you about Lotte’s group companies.

The LOTTE Group has been making rapid strides across all boundaries as a manufacturer of 
confectionery, and has quickly emerged as a total lifestyle company with diversified business lines. 



外部試験の導入

本科

1年生全員 ＢＡＳＥ

2年生全員 ＡＣＥ

3年生全員 ＴＯＥＩＣ ＩＰ （平成17年基礎学力試験）

専攻科

1年生全員 ＴＯＥＩＣ ＩＰ



外部試験受験結果

ＡＣＥ（第2学年全員受験）6月実施 900点満点

平成16年度 214名受験 平均点 436点
平成17年度 205名受験 平均点 475点
平成18年度 205名受験 平均点 485点

ＴＯＥＩＣ ＩＰ（第3学年全員受験）10月実施 990点満点

平成16年度 217名受験 平均点 344.6

平成17年度 196名受験 平均点 362.2



学力保証（１）

外部試験（ＴＯＥＩＣ （ＩＰ））と授業(第3学年）の関連

ＴＯＥＩＣ 300点は第3学年定期試験のＣ評価に相当

「この授業の合格者はTOEICでも300点以上を
得点できる」ということを想定する。

「TOEIC 300点」とは「受講者の全員がTOEICで300点を得点するこ
とをこの授業が保証する」という意味ではない。



学力保証（２）

TOEIC と英語講読ＩＩＩA・
科学英語基礎ＩＡの相関

平成17年度

英語講読ⅢA 科学英語基礎ⅠA

全学科 全体 相関係数 0.46 0.49

人数 185 183

外国人留学
生・留学
経験者除
く

相関係数 0.48 0.50

人数 169 165



学力保証（3）
平成17年度 ＴＯＩＥＣ ＩＰ と英語講読ＩＩＩＡの相関

TOEICスコアと英語講読ⅢAの散布図 【全学科】
（全体）

y = 3.4882x + 90.558

R2 = 0.2141
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学力保証（4）
平成17年度ＴＯＩＥＣ ＩＰ と科学英語基礎ＩＡの相関

TOEICスコアと科学英語基礎ⅠAの散布図 【全学科】
（全体）

y = 3.9251x + 88.412

R2 = 0.2423
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