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取 組 の 概 要 

 本取組は国際通用性を備えた若きエンジニアを育てるもので、積

極性・度胸・リーダーシップを備え、確実な技術力とコミュニケー

ション能力をもって地球規模の技術貢献ができる人材を育成するこ

とを目標とするものである。この取組においては東京高専内に英語

しか通じない空間 (SPHERE TOKYO)を設け、英語によるプレゼン能

力や技術的コミュニケーション能力の向上、異文化理解などを推進

しようとするものである。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 

（１）取組担当者と幹事（事務担当者を含む）を中心とする幹事会、それに実行委員

を加えた実行委員会でさまざまな取組を企画し、学生実行委員会と協力しながら活動

を実施するというスタイルですすめた。取組内容については随時校長を中心とする運

営会議で報告し、教職員の協力を依頼した。 

 幹事会メンバーは 13 名、実行委員会メンバーは 32 名、学生実行委員会は 19 名、

学生アドバイザー（専攻科生）6 名、評価委員会メンバー14 名（外国人 2 名）となっ

ている。 

（２）以下に示す項目について活動を行った。平成 20 年度は時間的制約もあって①

～③を主に実施した。平成 21～22 年度は以下の①～⑫すべての項目について活動し

た。また、平成 22 年度には本取り組みの成果の一つとして「英語でプレゼン」を発

行した。 

①SPHERE TOKYO の全校への普及活動開始。 

②英語やホームルームの時間を利用した全学生対象の SPHERE TOKYO 体験を実施。 

③SPHERE TOKYO でのネイティブスピーカーによる英語指導。 

④サイエンスフェスタ（東京高専）にて学生による発表会実施。 

⑤英語プレゼン研究会開催。 

⑥内外教育機関の訪問調査、SPHERE TOKYO 宣伝活動、本取組に対する意見聴取。 

⑦セミナーの開催（東京高専－長野高専合同セミナー、環境科学セミナー等） 

⑧「SPHERE TOKYO FESTA」開催。 

⑨「クリスマス会」開催。 

⑩SPHERE TOKYO コロキウム開催 

⑪CNN 放送の放映 

⑫成果報告会開催。評価委員会開催。 

⑬小冊子「英語でプレゼン」発行 

以上の取組への学生・教職員の数は行事内容によって変わるが、概ね３０～５０名で

あった。 

（３）本取組の内容については随時ホームページで情報発信を行った。 

 

 



 

②．取組の成果 

本取組では英語による技術的コミュニケーション（プレゼンと質疑応答）に力を入

れて活動してきたが、SPHERE TOKYO の英語指導員による英文添削やプレゼン指導な

どによって学生の能力向上をめざすと共に、日ごろから気楽に英語に触れること、英

語でプレゼンを行う一歩を踏み出す体験をすることなどによって、英語によるプレゼ

ンや質疑応答が特別なことではなく、だれでもできるという感覚を養うことができ

た。具体的な成果を以下に示す。 

（１）本事業参加学生の活躍 

・平成２２年３月に物質工学専攻科を卒業した幡野亜由美さんは庄司研究室で重金属

の生物に 対する複 合影響に 関する研 究に従事 し、研究 成果を国 際会議 SETAC

（Society of Environmental Toxicology and Chemistry）にて口頭発表し、更に

２ 本 の 査 読 付 き 英 語 論 文 を Comparative Biochemistry and Physiology と

Environmental Toxicology に投稿し、出版された。いずれの論文も相当に高いイン

パクトファクターを誇る論文誌である。SPHERE TOKYO のプレゼン研究会でも２回発

表し、英語による発表の経験を積んだ。このことが彼女の英語に対する苦手意識を

払拭するきっかけとなったとのことである。 

・物質工学科５年（平成２３年３月卒業予定）佐藤貴信君は庄司研究室で柿渋めっき

の安全性評価に関する研究に従事し、研究成果を国際会議である ASET17（Asian  

Symposium on Eco Technology）にて口頭発表し、最優秀プレゼン賞を受賞した。 

３年のころから学会発表経験を重ねてきたが、このたび初の国際会議デビューを果

たし、いきなりの受賞となった。SPHERE TOKYO のプレゼン研究会で発表した経験か

ら、英語による発表の難しさと練習の大切さを認識したという。 

・同年に教育 GP として採択された「組込みシステム開発マイスターの育成」におい

て「学生教育士」を目指す学生チーム CLFS が、マイクロソフト主催イマジンカッ 

プ組み込み開発部門の世界大会に２年連続出場した。SPHERE TOKYO 英語プレゼン研

究会にて本選の予行演習を行ったことが大きな力となったとのことである。 

（２）学生の意識向上について 

・本校から Helsinki Metropolia University（フィンランド）に学生を派遣して１ 

ケ月程度研修するプログラムがあるが、平成 22 年度には応募者が 6 名を数え、前

年までと比べて倍増した。海外への派遣に対して積極的に取り組もうとする学生が

確実に増えてきている。 

・オーストラリアに学生を派遣して学生交流を実施しているが、交流参加希望者数は

平成 20 年度の 12 名から平成 22 年度には 25 名と増加した。 

・2010年度、工業英検において本校１年生が優秀賞を受賞した。 

・ 東京高専英語ＪＭ奨励賞受賞学生（本科 TOEIC450 以上、専攻科 TOEIC550 以上）

の推移をみると、平成 16 年度、平成 17 年度はそれぞれ 15 名、12 名などと TOEIC

で高得点を取る学生が少なかったが、平成 20 年度、21 年度、22 年度はそれぞれ 

44 名、29 名、28 名と以前に比べて TOEIC で高得点を取る学生が増えてきている。

 



 

③．評価及び改善・充実への取組  

本取組では、長岡・豊橋技術科学大学教員、他高専教員、地元企業役員、外部研究

機関研究員、海外の大学教員等で外部評価委員会を構成し、年度ごとに事業評価を

頂いた。それらを通じ、他高専・他大学で行っている手法との比較等を行い、技術

的コミュニケーション能力向上の手法開発とその評価の在り方を開発し、学生の技

術的コミュニケーション能力や異文化理解能力の向上につなげるための指針が得 

られた。また、教職員にとっても英語によるコミュニケーション能力向上の重要性

を再認識する機会となり、東京高専全体としての教育力向上が図られた。 

なお、評価委員会の事業評価を事業の改善・充実に反映させた例を以下に示す。

（１）【２０年度評価委員 講評及び提案】 

教育 GP のプログラムを考える時に、専門学科と一般科目の担当教員とがどのよう

に連携してプログラムを進めるかというところが一番の課題であり、成功させるた

めのポイントでもある。英語の教員が言っても学生の認識は薄いが、専門学科の先

生が英語の必要性を学生に伝えることで、「使わなければならないんだ」という強

力な動機づけになる。 

【改善・充実への取組】 

→この講評を受けて、平成２１年度には、SPHERETOKYO 幹事会をより頻繁に開催し、

一般教育科と専門学科教員の連携体制を強化した。 

また、平成２２年度には、学生の英語学習への動機付けを行うために、一般教育

科、専門学科、事務職員が協力し、高専生向けの英語プレゼンに関する Q＆A・メ

ッセージ集『英語でプレゼン』を作成し、学生に配布した。 

（２）【２０年度評価委員 講評及び提案】 

専門の内容を英語でプレゼンするというのは彼らの研究にも、将来的にも結び付

いてくると思うが、もう少し低学年を入れるかたちで、身近なことや学校生活を

個人あるいはグループで発表するといったスタイルも取り入れると、専門に向か

っていく英語の使い手が育っていくのではないかと思う。 

 【改善・充実への取組】 

→この講評を受けて、１、２年生授業におけるSPHERE TOKYO英語指導員のサポート、

学生が多様な人種と交流するTokyo Kosen International Week等を実施し、 

低学年から身近なレベルで英語に親しむ環境作りに取り組んだ。また、英語プレゼ

ン研究会での低学年学生による発表への参加を促した。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

④．財政支援期間終了後の取組  

財政支援期間終了後の取組については、以下の通り進めていく予定である。 

（１）英語しか使えない空間 Sphere Tokyo について 

  Sphere Tokyo で使用したスペースは，本校図書館内にあるため、今後も、教職

員・学生、および一般にも開放可能な共同利用施設としてそのまま利用可能であ

る。この部屋には本取組で購入した設備の多くや、英語の文献、雑誌、コミック

ブック等が常備されており、気軽に英語と触れ合うことのできるスペースとして

有効活用が期待される。例えば、英語文献の閲覧、ビデオ・音楽等の視聴のみな

らず、留学生などとの交流に活用可能である。また、ビデオカメラやプロジェク

タ等を利用して，英語での発表練習などでの利用に十分活用できると考えられる。

（２）英語プレゼン研究会 

  本取組で行なった英語プレゼン研究会は、本取組に対する財政支援を受ける以前

から継続的に行なってきたものであり、今後も同様に継続することが計画されて

いる。実行組織としては、本取組の幹事数名を中心としたプロジェクトチームに

より企画し、実行に際しては、学生自身が準備や司会等を務めることになる。ま

た、本取組において購入したノート PC、プロジェクタ、レーザーポインタ、ポス

ター用のパネル等は、本研究会の実施の上で有効に活用することができる。 

 以上のような取組を継続的に行なうことで、本取組において目指した、英語でのプ

レゼンテーションやディスカッションなどができる実践的なエンジニア育成に向け

た体制を今後も維持できると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．取組の全体像  

 

 


