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取 組 の 概 要 

英語に強い苦手意識を持つ高専生を対象に、３年継続の多読・多聴

授業を全学で展開し、学生の英語運用能力を大幅に向上させること

を目指した。取組の結果、継続年数 3 年の本科 3 年生は、取組前に

比べて 300 点未満の低得点学生数が大幅に減少した。また、継続年

数 5 年となった電気•電子システム工学科（E 科）卒業生は、TOEIC
平均点が 572 点と同世代の大学 3 年生（英語専攻）平均以上まで上

昇した。５年一貫教育である高専の特色を生かした長期継続多読・

多聴授業の有効性を実証できた。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【１ページ以内】 

取組は、校長の指揮下、従来より多読授業を実践してきた英語科と E 科の教員と、

図書館を主とするマルチメディア•コンプレックスが中心となり、新たに多読•多聴

指導に加わる英語科教員と、英語学習の雰囲気作りのために自ら多読・多聴学習を

始める教職員が参加する全校プロジェクトとして実施した。さらに、地域公開型の

「多読クラブ」の月例会、通常の授業に社会人を受け入れる公開授業、本校教職員、

学生に加え、地域の社会人対象のイブニング•セミナーを通じて、地域共学の雰囲気

作りを目指した。  
本科１〜３年では、従来、授業時間外の課題としていた多読を授業時間内に組込ん

だ。各学年１単位分（45 分×30 週通年）の全学科共通英語科目を多読・多聴活動に

割り当て、対象学生１学年 200 名に対し英語教員各 1 名が担当した。多読・多聴活

動は、平成 20（2008）年度に 1 年「英語会話」から始め、平成 21（2009）年度に

２年「英語表現」、平成 22（2010）年度に３年「英語購読」と学年進行で拡大実施

し、2010 年度には、学生 600 名を 3 名の英語教員が指導する体制となった。授業時

間は、それぞれ従来の授業内容を半分に圧縮して確保し、１ ,２年生の多読・多聴活

動は LL 教室で、また、３年生は図書館で行った。  
また、E 科では、平成 16 年度から先行実践してきた本科２〜５年（と専攻科１ ,

２年）の多読授業を継続し、多聴活動を追加して相乗効果をねらった。約 170 名の

学生を対象とする多読•多聴授業を３名の専門学科教員が引き続き担当した。  
社会への情報提供は、主として本校 Web サイトの「教育 GP」、および「多読セミ

ナー」ページを通じて行った。最終報告書（Web 版）も「教育 GP」ページで公開し

ている。また、本校で多読授業研究会（2009 年 3 月 7,8 日：参加者 102 名）、中間

報告会＆招待講演（2009 年 8 月 21, 22 日：参加者 126 名）、最終報告会＆多読授業

研究会（2010 年 12 月 10,11 日：参加者 72 名）を実施し、全国高専、大学、高校の

英語教員を含む、幅広い参加者を集めた。最終報告書（印刷版）は、のべ 473 部の

申込を受けた。また、本校図書館の学外者による館外貸出冊数（大部分が多読用図

書）は、2007 年度の 4,359 冊から 2010 年度には 11,054 冊へと 2.5 倍に増えている。

 

 

 



 

②．取組の成果 【１ページ以内】 

取組では、大量の英語体験を通じた学生の英語運用能力向上を目指し、体験量は累

積読書量で、英語運用能力は外部試験（TOEIC, ACE）で評価した。まず、本科１〜

３年（全学科）では、学生（1 期生）が 3 年間の読書量目標 45 万語を達成できず、

英語 

 

表1 取組の目標達成状況 

運用能力の目標

TOEIC平均380点も

達成できなかった

（表1）。しかし、

TOEIC300点未満の

低得点学生は取組

前より大幅に減少

しており、苦手克服

の第一歩になった。

また、読書量の影響

を見ると（図1）、

読書英文 

学年 
累積読書量 英語運用能力 

目標 実績 差 指標 目標 実績 差 

E科卒業生 
（専攻科1年）

90万語 127万語 +37万語
TOEIC*1 500点 572点 +72点 

３年生 45万語 37万語 
（2.5年で

31万語） 

-8万語 380点 341点 -39点 

２年生 
ACE*2 530点 507点 -23点 

１年生 480点 470点 -10点 
*1 外国人留学生および英語圏留学経験者を除く学生の年間自己ベストの平均（専

攻科は3年間の移動平均） 

*2 英語運用能力評価協会（ELPA）が主催する、高校生向けのTOEIC形式の英語運

用能力測定試験 
 

レベルが高すぎた学生以外は、読書量によ

り TOEIC 得点分布が変化しており、45〜
65 万語の累積読書語数により、ほぼ目標

を達成可能と推定できる。 

他方、E 科卒業生は、読書量目標を達

成し、英語運用能力目標も達成した（表

1）。2010 年度の平均 572 点は、2009 年

度の大学３年生（英語専攻）全国平均 547

点も上回っている。また、E 科卒業生で

は、取組前（多読継続年数２〜３年）に

比べ、TOEIC450 点未満の学生が大幅に減

っており（図 2）、英語の苦手な学生を含

め、英語を専攻としない学生の英語運用

能力の底上げに、多読・多聴授業の長期

継続が有効であることを示している。 

図 1 読書量による TOEIC 得点分布差

さらに、取組による学生の英語学習活性化と地域への波及効果は、高専図書館の年

間貸出冊数からも分かる（図 3）。取組前の 2007 年度に比べた 2010 年度の（多読用

の図書が中心の）言語の館外貸出冊数は、学生分が 1.5 倍、学外者は 2.5 倍である。

図 2 継続年数による TOEIC 得点分布差 

 

図 3 高専図書館年間貸出冊数の推移 
 



 

た。 

③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

取組は、これまでに多読授業を実践してきた英語科、E科の教員、図書館を含むマ

ルチメディア・コンプレックスが中心となり、新たに多読・多聴指導を始める英語

科教員、英語学習の雰囲気作りのために自ら多読・多聴学習を始める教職員が協力

する全校プロジェクトとして実施した（図4）。本科1～3年の全学科共通科目におけ

る多読・多聴授業は、英語科教員が担当し、E科では、3名の教員が引き続き担当、

従来の多読に多聴活動を組み合わせた授業を展開した。 

新たに授業を担当する教員、自己啓発と

して多読・多聴学習を始める教職員を支援

するため、地域公開型の「多読クラブ」の

活動を充実させた。また、地域図書館との

連携を強めると共に、公開講座（入門）、

図書館で行うE科の多読・多聴授業に社会

人を受け入れる公開授業（入門～中級）、

「多読クラブ」の月例会、イブニング・セ

ミナーを通じて、本校図書館を利用し多読

をする社会人と連携し、地域共学の雰囲気

を作ることを目指した。取組の達成度は、

外部試験（3年生以上はTOEIC、1,2年生は

ACE）の得点を指標として評価した（表1）。

さらに、TAの支援も受けて学生の累積読書

量（クラス中央値）を毎月点検し、補助指標とした。本校では、2005年より毎年、

本科3年生と専攻科1年生全員にTOEIC-IP受験（10月）を、2年生全員にACE受験（7月）

を求めていたが、取組では、これに本科1年のACE受験（1月）を加え、2年生の受験

時期を1月に変更して取組の成果を中間評価し

また、学生の読書状況（累積語数分布）を補助指標として定期点検し、多読・多聴

に役立つ教材情報等とともにニュースレター（表2）として学生に配布、学習の雰囲

気作りに役立てた。 

 

表2 学生へのフィードバック情報（ニュースレター）概要 

項目 頻度 内容 掲示、配布方法 

読書記録 毎月点検 クラス別語数分布 教室掲示、学生に配布 

外部試験得点 年1回 学年別得点分布 教室掲示、学生に配布 

教材情報、 

お知らせ 

年8回 新作、人気作品、定番作品の

紹介、コラム等 

Webと図書館に掲示、 

学生に配布 

 

取組は、2010 年 3 月に本校外部評価委員会の評価を受けた。また、取組の最終報

告会＆外部評価会（2010 年 12 月）では、学外から 4 名の評価委員を招き、3 年間の

多読・多聴教育における学生の読書量、TOEIC 得点による目標達成度の検証結果、学

生の読書状況（読書量、英文のやさしさ）と TOEIC 得点の関係等、多読・多聴授業

の成否要因の分析結果を報告し、評価を受けた。同外部評価会の記録は、最終報告

書（p44〜62）に収録するともに、最終報告書（Web 版）として、本校ホームページ

で公開している。 

また、取組以前に行われた 2007 年度の認証評価では、取組に先行して実践されて

いた E 科の多読授業実践が、基準 5 教育内容及び方法における本校の優れた点（準

学士課程）として、「電気英語基礎Ⅰでは、英語コミュニケーション能力の修得を目

的として、英文多読の手法を取り入れるなど、全校的に教育面での工夫を凝らした

特色ある取組が積極的に行われている」と高く評価されている。 

 

図 4 取組の実施体制  



 

④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

財政支援期間終了後も、本科 1～3 年生（全学科）、および、E 科の多読・多聴授業

を継続する。すなわち、多読・多聴授業を本校英語教育の一支柱と位置づけ、語彙•

文法学習、高学年におけるプレゼン指導、交換留学等の海外交流活動等、他の学習

活動と連携させながら、全学科共通科目で実施していく。学生の英語運用能力評価

指標として、本科 1,2 年における ACE 受験は取りやめるが、本科 3 年、および、専

攻科 1 年の TOEIC IP の全員受験（秋期）は継続する。また、年 2 回（春期、秋期）

の TOEIC IP 試験（任意受験）も継続し、学生に定期的な英語運用能力の測定機会を

引き続き提供する。 

学生の読書状況（累積語数分布）点検は、点検頻度は減らして科目担当教員が継

続実施し、取組を通じて明らかとなった多読・多聴の有用性とともに、授業を通じ

て学生にフィードバックしていく。また、E 科が開発した Web ベースの多読用図書選

書支援システム「tadoku navi」（http://orchard.ee.toyota-ct.ac.jp/tadokunavi/）

も活用し、授業時間外の学生の自律的な読書活動を支援していく。多読用図書、多

聴用教材の更新経費は、校内教育プロジェクト経費、新たな外部資金獲得等で賄う

予定である。 

E 科では、学生の過半数が TOEIC 500 点以上の英語運用能力を持つようになった高

学年から、専門科目による英語教育を順次、発信型の授業内容（英語による発信、

討議、論文作成）へと徐々にシフトさせ、より高度な（仕事で使える）英語運用能

力育成を目指す予定である。 

地域連携の「多読クラブ」の活動と、図書館で行う多読・多聴授業の授業公開を

継続し、県下の公共図書館、地域の社会人とも連携して、地域共学の雰囲気作りを

継続する。多読・多聴による英語教育を本校の新しい特長として広報するとともに、

多読・多聴を通じた生涯学習の拠点として地域に貢献していく予定である。 

継続実施の課題は、館外貸出冊数が年間 5 万冊を越えるまでに増加し、急増した

図書館の業務、主として貸出•返却と図書整理業務への対応である。財政支援期間中

は、非常勤職員の雇用、学生アルバイトの増員で対応したが、期間後は取組前と同

様の少人数での対応を迫られる。自動貸出•返却機の新規導入も含んだ対応策を立案

し、実施する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．取組の全体像 【１ページ以内】 

○取組概要 

知識獲得に偏りがちな従来の英語学習

活動を見直し、授業時間の一部を割いて、

学生がやさしい英語に大量に触れる体験

型の多読•多聴授業を行った。多読•多聴授

業は、各学年 1 単位（45 分×30 週通年）

とし、本科１〜３年の全学科共通科目で３

年間、先行実践する電気•電子システム工

学科（E 科）では 6 年間継続させた。活動

のために、豊富な多読・多聴教材を図書館

と LL 教室に整備するとともに、教職員、地域の社会人と連携して地域共学の雰囲気

を作り、体験量と英語運用能力を定量化して、高専生の苦手意識克服を目指した。  
 
○取組の成果・達成度 

本科 3 年生（全学科）は多読・多聴授業 2.5 年で、累積 31 万語の英文を読み、取

組前に比べて TOEIC 平均点は上昇しなかったが、300 点未満の低得点学生数が大幅

に減少した。また、読書量と TOEIC 得点の関係から本科 3 年で TOEIC380 点を達成す

るには、45〜65 万語程度の読書量が必要であることも分かった。 

一方、E 科卒業生（専攻科 1 年）の TOEIC

平均は 572 点まで上昇し、同世代の大学 3

年生（英語専攻）全国平均を上回る水準

となった。多読・多聴授業の長期継続効

果は顕著であり、苦手意識克服だけでな

く、「英語もできる」高専生も育成可能で

ある。5 年一貫の高専教育の特長を生かし

た英語教育のモデルとして提案できる。 

 
○今後の課題・展望 

本科 3 年生（全学科）の目標未達成は、学生の読書量が目標値に届いていないこ

とが主要因である。課題活動としていた取組前（年間 4 万語）に比べ、授業内多読

により学生の英文読書量は増えたが、授業時間外の自律的な活動には発展せず、読

書量が目標に届かなかった。取組では、多読の楽しさを伝える内的に動機付けを優

先し、留学経験者と多読経験者を除く本校学生の英語運用能力が低い現状と、多読・

多聴授業の効果を周知しなかったことが遠因にある。今後は、多読の効果を学生に

提示し、外的動機付けも加えて、自律的な多読・多聴活動へと導く必要がある。 

また、E 科では、TOEIC 500 点以上の英語運用能力を持つ高学年学生から順に、発

信型の活動（英語による発信、討議、論文作成）へとシフトさせ、より高度な（仕

事で使える）英語運用能力育成を目指す教育実践を展開する予定である。 

 

 


