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取 組 の 概 要 

本取組は、入学初年次から自分が専門とする工学分野の英語を学ぶことに

より、工学への理解を促すとともに、言葉を通して理解することの重要性

を再確認し、学ぶ喜び、知る楽しさを噛みしめながら新しい大学生活をス

タートさせる教育プログラムである。本学の大半の学生が目指している中

堅技術者が、よりグロ－バルな立場で活躍していくためのテクニカルコミ

ュニケーション力を養うことを大きな目的としている。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本学の所 在地であ る福井県 下には独 自技術を 持った中 小企業が 多く、海外企業

との連携企業も少なくない。中小企業での研究開発の企画立案、生産工程の改善や品

質改良、新製品の開発などでリーダーシップを発揮するのは中堅技術者であり、技術に

関する基礎および応用理論を理解し、十分な実務経験を持つことが求められる。このよ

うな中堅技術者は、本学の卒業生が目指すものであるが、近年、国際的な企業協力、

技術提携 が急速に 進んでお り、本学 卒業生も 国際的な 立場で活 躍するこ とが期待

されている。  

本学の教育方針は、「自然と調和した生活を作り出せる高度の科学知識・工学技

術を身に つけて、 自主的、 創造的に 活動し、 国家社会 の発展と 人類の福 祉に貢献

する人材 を育成す る」こと にある。 工学分野 における 基礎およ び応用分 野での確

かな理解 力と、新 しい技術 開発に挑 戦する強 い意志お よび国際 的な視野 を持った

技術者の 育成が本 学の使命 である。 本学のこ のような 教育方針 を基礎と して、近

年の経済 活動のグ ローバル 化に対応 するため に、新た に工学英 語教育プ ログラム

を実施し、本学の中堅技術者育成の方針をさらに国際的に展開している。  

本工学英 語教育プ ログラム の特徴は 、入学初 年次から 学ぶ工学 英語という点に

ある。本 学で現実 施されて きた一般 英語教育 科目に置 き換える 形で工学 英語教育

を入学初 年次より 実施する 。英米の 小学校～ 高等学校 ・工業高 校の理科 及び数学

の教科書 を基本教 材とし、 これまで 学生が辿 った学習 軌跡とは 異なる観 点から、

工学英語教育カリキュラムを実施する。本学の特徴である 20 人程度の少人数クラ

ス、ネイ ティブス ピーカー 4 名を含 む英語教 員に加え て、工学 英語教育 ・研究の

第一人者であるジュディー野口教授（武庫川女子大学）をコーディネータに招聘し、

専門科目 担当教員 、計算機 センター 、事務部 の協力に よって「 工学英語 教育セン

ター」を 設立し、 教育プロ グラムの 企画立案 (P)、実施 (D)、評価 (C)、改善 (A)に

当たる。少人数対面授業、CALL 教室の整備・活用、電子メール活用による個別対

応、インターネット活用による e-learning 学習など、多岐にわたる教育方法を開

発する。 学習成果 は統一試 験により 、年次ご との成果 の確認を 図るとと もに、認

定試験に よる能力 検定を行 い、本人 の卒業後 の活躍を 支援する 。カリキ ュラムの

最終コー スに、海 外連携大 学での語 学研修を 組み込み 、学生の 参加を大 学が支援

する。  

 各学期 ごとの評 価は、工 学英語教 育センタ ー会議で コーディ ネータの ジュディ

― 野 口 教 授 を 評 価 員 と し て 招 き 実 施 し て き た 。 最終評価は、学長のリーダーシップ

のもとに、教育推進 GP 対応委員会が主体となって行い、改善に結びつく提言を行い、

工学英語教育センターでそれを具体的に推進している。  
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(２)取組の実施内容について 

１）工学英語科目の新設と実施 

 従来の英語科目を、本プログラムで新設した工学英語科目に順位置き換えて新しいカ

リキュラムを編成した。いずれも全学共通の教養分野科目として実施している。なお、

3 年次第 2 学期では各学科で現在行われている専門英語科目に繋いで行き、4 年次

の卒業研究に継続していくことを基本としている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい科 目にはテ ーマが割 り振られ ており、 そのテー マに沿っ た独自の教材を

開発した。入学定員 500 人中の受講学生数（概数）を上に示した。3 年次第 1 学期

に実施さ れる実務 工学英語 は工学部 教員によ って実施 されるも ので、工 業英語に

重きを置 いた学習 を行う。 また、 3 年次夏休 みに実施 される実 践工学英 語は海外

連携校で の語学研 修とそれ にセット された事 前研修、 レポート 作成、お よび報告

会発表が含まれている。実践工学英語は平成 24 年度から正規科目として実施され

るが、これまでにその試行を行っており、平成 22 年度にオーストラリア・サザン

クロス大学に 7 名、平成 23 年度にイギリス・グリンドゥール大学に 12 名、オー

ストラリア・サザンクロス大学に 6 名の研修を行った。  

２）先端的教育・学習方法の整備・開発  

① CALL 教室を活用した対話型授業  

語学の教育には、読み、書き、聴き、話す能力を絶えず高めていくことが必要

であり、その能力を効率的に高めるシステムとして、本学に新しく 25 人収容可

能な CALL 教室を整備し、教員との双方向通信を介した授業に活用するとともに、

課外の自己学習を助けるシステムとしても利用している。  

②インターネット活用による e-learning システムの導入 

 学生の自学習を助けるソフトウエアシステムとして、ATR CALL BRIX を導入し、各工

学英語科目の課題学習に活用している。 

 

(３)社会への情報提供活動について 

１）ホームページの開設 

 福井工業大学の工学英語教育プログラムに関する情報はすべて、ホームページに公開

されている。 

２）広報活動の実施 

 平成 21 年度教育 GP プログラムとして本教育プログラムが採択されて以来、広報活動

に努めてきた。平成 21 年 10 月 31 日福井テレビ「わんだふるタイム」で紹介された。平

成 22 年 1 月 29 日福井県内の大学・高専の連携ネットワーク（F-LECCS）の「大学等にお

ける英語教育の最前線」で「工学英語教育について」講演した。平成 22 年 9 月、福井新

聞月刊誌「fu」に、「検証・福井工大の実力」として工学英語教育プログラムが特集され

た。平成 23 年 3 月、福井街角放送で、オーストラリア・サザンクロス大学訪問学生のイ

ンタビューが放送された。平成 24 年 1 月 30 日付の日経産業新聞「実践型語学の最前線」

に本教育プログラムが取り上げられた。 

３）公開シンポジウムの開催 

 平成 22 年 11 月 10 日、第 1 回工学英語教育公開シンポジウムを開催した。学外講師に

は、ESP 教育と CALL 活用授業の専門家を招き、本学の新しい英語教育推進に資した。平

成 23 年 11 月 2 日には、第 2 回同シンポジウムを開催し、学外の講師として TOEIC 学習

および工業英語検定を見据えた講演をお願いした。工学英語教育の成果の可視化を目指

したものである。 

  実施学期     現行英語科目  新設英語科目       新設英語科目 

受講学生数（概数） 

 

1 年次第 1 学期   総合英語 I   基礎工学英語 I (私達と社会)     500 

 第 2 学期     総合英語 II  基礎工学英語 II（私達と自然） 500 

2 年次第 1 学期 時事英語   応用工学英語 I （私達と科学） 500 

     第 2 学期   実務英語   応用工学英語 II (私達と工学基礎) 250 

3 年次第 1 学期   英会話    実務工学英語  (私達と工学応用) 100 

 夏休み          実践工学英語  (私達と世界) 20 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

１）独自の教材開発 

 工学英語教育プログラムを実施するにあたって、独自の教材を開発した。教材は工

学部教員と英語教員が緊密に連携して行った。まず、各科目のテーマを設定し、テー

マに沿ったキーワードを整理したのち、工学部教員がテキストのもとになる英文を検

索し提出した。それを英語教員を主に工学部教員も協力して、テキストとして完成し

た。そののち、英語教員が、テキスト文に沿った各種演習問題などを整理した。入学

後最初に実施する基礎工学英語 I では、「私達と社会」というテーマが設定されてい

る。私たちを取り巻く社会の中から課題を設定しており、その具体的内容は次のとお

りである。 

Unit 1; Health, Sports  Unit 2; Houses  Unit 3; Population Problems, Global 

Warming  Unit 4; Energy, Water 

 大学に入学した学生にとって、新しい日々の生活は最大の関心事である。栄養バラ

ンスのとれた食事をし、毎日の生活に適度な運動を取り入れることが、健康な大学生

活を送るために最も重要である。工学英語では最初にこのような課題を設定した。実

際に授業を行ってみると、学生の関心は高く、英語学習にも興味を持って臨んでいた。

 入学初年次から学ぶ工学英語科目によって、新入生が英語学習を再認識し、意欲的

に授業に向き合っていくことが出来たことが最大の成果である。 

２）CALL 活用授業 

 視聴覚機材を使った英語授業は、本学ではこれまで教室授業の中でごく限られた範

囲でしか行われていなかった。CALL 教室を新設したことによって、読む、書く以外

に見る、聴く、話すといった要素を英語学習に新しく付け加えることが出来た。教員

デスクからの課題送出や成果のチェックなどもリアルタイムで行えることから、授業

の効率化も図ることが出来た。 

３）e-learning 課題学習 

 英語学習では、授業中の学習に積極的に取り組み成果を上げることと同時に、学生

個人が自己学習を重ねることが重要である。それを促すために、ATR CALL BRIX シス

テムを導入し、課題学習として自己学習を課した。教員は、学生の学習状況を詳細に

把握できるので、学生への個別指導も可能であった。学生は CALL 教室での e-learning

学習を非常に楽しんだことが、大きな成果と言える。 

４）海外語学研修 

 海外語学研修は実践工学英語として平成 24 年度から正式に開講されるが、その試

行としてこれまでオーストラリア 2 回、イギリス１回の研修旅行を実施した。参加学

生はそれぞれ 10 名前後であったが、事前研修、研修旅行、レポート作成、報告会発

表と段階を経る過程で、海外研修の意義も再確認することが出来た。何よりも、全員

の学生が、行って良かった、また行きたい、英語学習への意欲が持てるようになった、

など前向きの印象を強くしたことが何よりの成果であった。 

５）福井工業大学の目玉 

 教育 GP プログラムを推進することによって、本学の教育プログラムに大きな目玉

が出来た。「入学初年次から学ぶ工学英語」は、他の大学には見られない独自な教育

プログラムであり、そのことが本学の大きな財産となった。グローバル化時代の中堅

技術者を養成する本学の使命にもかなった大きな柱が出来たと考えている。本学の特

徴を高校生に説明する場合にも、より一層明確に出来るようになった。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

１）大学による評価 

 本教育プログラムの大学による評価は、学長のリーダーシップによる「教育推進

GP 対応委員会」で行われている。具体的には、年間数回開かれる委員会で経過報告

などを詳細に行い意見聴取するほか、年 1 回の「教育 GP シンポジウム」で、学長以

下ほぼ全員の教員参加のもとに経過報告、意見交換を行っている。 

２）学外コーディネータによる評価 

 本プログラムの推進母体として、工学英語教育センターが組織されている。そのコ

ーディネータとして ESP（English for Specific Purposes,分野別英語）教育・研究

で第一人者のジュディ―野口教授（武庫川女子大学）をお招きしている。これまで新

しい工学英語科目が開講実施される毎に、つまり 9 月と 2 月に工学英語教育センター

で評価委員会を開き、プログラムの詳細を報告したのち野口教授と質疑応答し、最後

に評価書をいただく形で、評価を進めてきた。 

平成 22 年 9 月に行った第 1 回評価委員会では、野口教授から以下の評価をいただ

いた。 

１．基本計画について 

貴大学の「入学初年度から学ぶ工学英語」は全学的な専門英語教育の取り組みとし

て画期的です。また、この ESP 教育に欠かせない英語教師と専門分野の教師の協力体

制を構成出来たことが評価できます。 

２．計画の実施状況について 

「初年度から工学英語を中心とした取り組み」はよいスタートを切っていると評価

できます。初年度の教材開発、シラバスの実施、CALL 教室の利用などが達成してい

ます。 

３．目標達成状況について 

学生アンケートから英語に対する興味、自信と学習への意欲が読み取れます。また、

中学校や高校の英語との違いや専門科目との関連性で興味をそそることも評価でき

ます。 

４．今後の実施計画について 

今後の計画で以下の点を考慮できればと思っています。 

＊CALL 設備の利用をもっと充実する。同じ時間帯に英語のクラスが組まれているの

で授業で利用しにくいようです。また CALL 設備の利用の仕方の工夫もできます。 

この評価書に基づいて、以降のプログラムを改善して行った。 

平成 24 年 3 月に、本プログラムの最終評価委員会を開き、野口教授から以下の評

価をいただいた。 

１．プログラム実施に関して 

3 年間の取り組みで入学初年度からの専門分野の英語教育の取り組みに成果が認

められたと思います。基準テストなどの数値的なデータだけでなく、より重要な学生

の英語に対する意識、自習的な学びの姿勢などがアンケート調査や学生の行動などに

表れ、本当の意味での life-long learning の土台作りができたようです。 

２． 教材、教育方法に関して 

Word Book of English for Technology や基礎工学英語 I,II、応用工学英語 I,II

などの教材が作成され、学生の興味を示し、言語教育に欠かせない motivation を高

めることができたと思います。 

＊インターネットを上手に利用してのＳクラス（Self-directed English Learning）

での取り組みは素晴らしいと思います。これからの media literacy と自習学習にも

つながることとなります。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本プログラムに対する財政支援期間は平成 23 年度をもって終了する。 

財政支援期間中に、教材開発、CALL 教室新設、e-learning システム導入、海外語

学研修試行、ホームページ開設、技術補佐員配備、英語教育関連書籍の整備など、本

プログラムを継続実施していくための環境整備がなされた。福井工業大学では、今後、

本プログラムを継続発展させていくこととしており、そのために必要な経費は、福井

工業大学の予算を持って充てることにしている。 

１）実施体制について 

 本プログラムの基本的な PDCA サイクルは、工学英語教育センターで行っており、

この体制は維持する。学外コーディネータについても引き続き委嘱できるよう予算申

請している。全学の評価は「教育推進 GP 対応委員会」が引き続き担当する。 

 継続実施に必要な各種環境、つまり CALL 教室、e-learning システム、工学英語教

育センター、技術補佐員などについても保守更新を可能とするための予算を申請して

いる。おおよそ 1000 万円の経費が毎年見込まれる。 

２）実施内容について 

工学英語教育科目は継続して実施する。1 年次の基礎工学英語 I,II、2 年次の応用

工学英語 I,II、3 年次の実務工学英語、実践工学英語は継続して実施し、教材の改善

充実に努める。 

 授業の中での CALL 教室活用、e-learning 課題学習は継続して実施する。 

 海外語学研修については、平成 24 年度から 3 年次開講科目として正式に発足する。

修了者には、事前研修、研修旅行、レポート提出、報告会発表を含めて 1 単位が与え

られる。平成 22，23 年度に試行した海外語学研修のうち、イギリス・グリンドール

大学での研修を 3 年次実践工学英語科目とし、オーストラリア・サザンクロス大学で

の研修は、学年を問わず自由参加の研修とする予定である。 

 ホームページによる情報公開は継続して進める。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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