
SDGsに関する英語のプレゼンテーションを行いました

• 学部3年生を対象にした「総合英語II」
の一部の授業で、英語のプレゼン
テーションを実施しました。

• 本学がＳＤＧｓのゴール９「産業と技
術革新の基盤をつくろう」の達成に向
けた取り組みを担うハブ校に任命さ
れたことに伴い、自分たちの主張す
ることがSDGsにどのように関連してい
るのかをプレゼンの中で明示しました。

• 本学語学センターは、外国語教育を
通してSDGs人材育成を行ってまいり
ます。

2018年12月19日



英語でミニビブリオバトルを実施しました

• 学部２年生、３年生の2学期の一部の授業で、多読のアウトプット活動として英語ミニビブリオバトルを実
施しました。

• ５～６人のグループでチャンプ本に選ばれたプレゼンターの中からは、クラスの前で発表してくれた学生
も出て、英語で堂々とプレゼンする姿に、他の学生にも大きな刺激になったことと思います。

2018年12月17日



パソコン・スマホから多読が
できるようになりました！

• 主要Graded Readersの一つ、Macmillan 
Readers (MMR) が、Maruzen e-book libraryで、
パソコン、スマホから楽しめるようになりまし
た！

• 使い方は、以下の三段階。不明な点があれば
図書館職員にお問合せください。

(1)本学図書館のHP内の「蔵書検索」をクリック

(2) 「Macmillan Readers」と入力

(3)読みたい本を選択し、登録番号右横のアイコ
ンをクリック

2018年10月22日



リーダー学生が国際会議「3rd STI Gigaku 2018」で発表しました

• 10月5日、6日に本学で開催された国際会議
「3rd STI Gigaku 2018」で、多読多聴マラソンの
リーダー学生が発表をしました。

• リーダー学生5名は、3組に分かれ、以下の演
題で発表しました。とてもいい経験になったと
話しており、この経験を今後の活動、研究に
活かしてくれるのと思います。

【発表テーマ】

(1) Extensive reading marathon at NUT

(2) Experience of launching the 5-Inch gauge 
project

(3) Efforts to improve spirit of 
entrepreneurship by students in Nagaoka City

2018年10月8日



新しい学生主導の英語学習TELL（The English Learner’s Lab)が始まりました

• 昼休みの時間を利用した、学生主導の英
語学習プログラムTELL (The English 
Learner’s Lab)が10月1日から始まりました。

• 「Friends」や「TED TALK」などのビデオを視
聴しながら、コーディネーターの留学生4
名が、必要に応じて難しい単語や表現等
を解説するかたちで行っています。

• 主に、リスニングを中心とした活動の場が
増えました。是非、気軽に参加をしてくださ
い！AL1で毎週月曜、金曜に12:15から実
施しています。

2018年10月1日



月/火/水/木/金
2018 2学期10月-12月

FUN& EASY ENGLISH PRACTICE!
OPEN TO ALL!!!

日時： 毎週火曜・水曜： 16:20-

毎週木曜： 18:00-

場所： 原子力棟211, 212  or

図書館3階グループ閲覧室

１年30万語を目標に！

趣向に合った英語を読み、聴き、
基礎力を養成しましょう！

学部生には景品も用意します

留学生交流会も企画します

問合せ： B3情経 植林尚之
s183343@stn.nagaokaut.ac.jp

詳細はライン等で連絡しています。

気軽に問合せください！

「コメディ」や「TED」のビデオを見
て、英語の日常会話で使われる
表現を学びましょう！

将来、興味があるほかの活動や
番組も作ろう！

学部生、大学院生、教職員-どなたでも歓迎です! 予約不要です!!

日程： 毎週月曜 (Comedy) 10月1日～

毎週金曜 (TED) 10月12日～

時間： 12:15 - 12:45

場所： AL1 講義棟１階

問合せ: TELLatNUT@gmail.com

件名： Program

気軽に問合せください！

学部生、大学院生、教職員-どなたでも歓迎です! 予約不要です!!
放課後コース

昼休憩コース

語学センター

FUN& EASY ENGLISH PRACTICE!
OPEN TO ALL!!!

昼休憩コース：The English Learner’s Lab (TELL)放課後コース：多読多聴マラソン

スキマの英語

10月から技大で英語学習の場が広がります！

mailto:s183343@stn.nagaokaut.ac.jp
mailto:TELLatNUT@gmail.com


原子力棟211室（ラウンジ）に多読図書やボードゲームを設置しました

• 原子力棟211室（ラウンジ）の一角を借りて、多読図書
やボードゲーム、カードゲーム等を設置しました。

• 放課後多読多聴マラソンで、利用を始めています。気軽
に、楽しく、英語にふれ、ゲームを介して留学生との交
流を楽しんでください！

• 2学期の多読多聴マラソンは、以下の日程で、学生主体
で行われています。是非お気軽にご参加ください！

【謝辞】本事業は平成30年度学長戦略経費の補助を受けております。また、部屋使用に関しては、
技術科学イノベーション専攻長の承諾をいただきました。

2018年9月25日

2学期多読多聴マラソン（予約不要）

火曜：16:20- 水曜：16:20- 木曜：18:00-
原子力棟211室
＊活動詳細は で連絡をしています



英語多読多聴に関するFAQ
Q1：どのシリーズから多読を始めればいいですか？

Q2：英語が読みやすいシリーズは何ですか？

A1:イギリスの小学校の副読本、ORT（Oxford Reading Tree)シリーズをお勧めします。Kipperを始めとする個性豊か
なキャラクターが登場し、オチも楽しいです。Stage 5以上のレベルでは、Magic Keyを使った冒険の話があります。

A2: FRL (Foundations Reading Library)や、CPT (Cengage Page Turners)の英語は読みやすいです。
読みやすい英語をたくさん読むことで、頭の中で和訳をする癖を抜くことができます。

Q3：多聴はいつ始めればいいですか？

A3: 本文を朗読したCD付属の多読図書があれば初期から始めてください。音声がナチュラルスピードで読まれるBBL 
(Building Blocks Library)や、UYR (Usborne Young Reading)は、多聴用としてお薦めです。CPTや、PGK (Pearson Kids 
Readers)や、CER (Cambridge English Readers)等、音声がダウンロードできるシリーズが最近の主流です。

Q4: 多読を長続きさせるためにはどうすればいいですか？

A4: 自分の好きなシリーズを見つけ、読みやすい本を読むことです。ORTが面白く感じれば、片っ端から読みましょう。
ORTがイマイチであれば、FRLやOBW (Oxford Bookworms Library)や、PGR (Pearson Graded Readers)や、CPTやCERあ
たりを読んでみましょう。ノンフィクションが好きであれば、ORD (Oxford Read & Discover)もお薦めです。

Q5：何語を目標にすればいいでしょうか？

A5: 外部試験のスコアの向上を目指すならば、年間30万語以上を目標にしましょう。読解速度であれば、1学期（15
週）で5万語程度の易しい英語の多読で顕著な向上が見られることが、過去の研究から示唆されています。

ORT

FRL CPT

BBL UYR

OBW PGR

ORDCER



高専と長岡技科大間の英語教育連携について提案発表を行いました

• 全国高等専門学校英語教育学会第42回
研究大会のフォーラムで、市坪が「高専と
技科大とが構築する質保証」の演題で、
伴と藤井が「高専と長岡技科大間での英
語教育連携の必要性と方向性」の演題で、
高専と長岡技科大間での英語教育連携
について提案発表を行いました。

• この発表を契機にして、技大生と高専生
とがともに英語力を高め合える事業を立
案、実施していきたいと思います。

2018年9月10日



多読多聴マラソン2018を行います！

20,000 words 100,000 words

図書カード
¥500

多読多聴の語数カウント対象期間：2018年4月1日～2019年2月22日
対象者：本学の学部生で、2学期の「放課後英語多読多聴マラソン」に1度でも参加した学生

オリジナルクリアファイル
長岡技科大ロゴ入り

多読記録帳
タドキストの道へ！

300,000 words

素敵な賞状

多読推奨レベル：10万語まではYL 1.0以下、20万語まではYL 2.0以下、30万語まではYL 3.0以下

50,000 words 200,000 words

図書カード
¥1000

＊【謝辞】本事業は平成30年度学長戦略経費によって行われているものです

＊詳しく知りたい学生は、基盤共通教育部の藤井研究室までどうぞ



TOEIC Speaking & Writing IPテストを実施しました

• 7月30日（月）、8月6日（月）の2
日間、本学として初めてTOEIC
Speaking & Writing IPテストを
実施しました。

•両日で合わせて13名の受験者
がテストに臨みました。

•語学センターでは、教育の質を
高めるために、今後も英語技
能試験のサポートも行ってまい
ります。

2018年8月6日



【多読多聴マラソン】2学期からの活動内容についてミーティングを行いました

• 4月から始まった学生による自主的な英語
学習活動「英語多読多聴マラソン」の2学期
の活動についてミーティングを行いました。

• ミーティングには、リーダー学生5名に加え、
インドゥ先生（特任講師）も参加し、リスニン
グやスピーキングを強化する活動について
も話し合いました。

• 学生たちは、「技大生による技大生のため
の自主的な英語活動」を創り出そうとしてく
れています。今後も、「質の高い教育をみ
んなに」（SDGs）提供するため、語学セン
ターとしてもサポートをしてまいります。

2018年8月2日



英語でミニビブリオバトルを実施しました

• 学部２年生、３年生の授業
の一部で、英語でミニビブリ
オバトルを実施しました。

• ５～６人程度のグループ内
で、これまで授業内外で読
んできたお気に入りの多読
図書を持ち寄り、３分間の
英語プレゼンテーションを行
いました。

• グループ内チャンプ本に選
ばれた学生の中には、クラ
ス全体を前に発表する学生
もいて、大変活発に行われ
ました。

2018年7月24日



TOEIC Speaking & Writing IPテストの
申し込みを開始しました

• 本学で初めてTOEIC Speaking & WritingのIP
テストを実施します（但し、申し込みが5名
未満の場合は実施しません）。

• 試験実施日は平成30年8月6日（月）で、13
時集合になります。受験料は7,970円で、福
利棟売店で申し込みを受け付けています。

• 自分の英語発信力を測りたい方、海外実
務訓練参加者（参加を考えている方）、グ
ローバル企業への就職を考えている方、国
際学会での口頭発表、論文発表が控えて
いる方、この機会にぜひ挑戦してみてくだ
さい。

2018年6月28日



【多読多聴マラソン】活動内容についてリーダー学生とミーティングを行いました

• 授業後の学生の自主的な英語学習活動の
場として「英語多読多聴マラソン」が始まって
一カ月が経過しました。

• この活動のリーダー学生たちと関係の教職
員で今後の活動方針についてミーティングを
行いました。

• 6月以降の活動内容として、留学生との交流
会の実施、多読多聴の活性化をはかる掲示
物の作成、活動場所の変更等について話し
合いを行いました。

• 本学に合致した学生主体の英語学習活動の
場の創出し、「質の高い教育をみんなに」
（SDGs）提供するため、リーダー学生を中心
に頑張って取り組んでいます。

2018年5月25日



英語多読多聴マラソンを開始しました

•学生の自主的な英語学習活動の
場として「英語多読多聴マラソン」
が4月23日（月）から始まりました。

• リーダー学生が最初にキックオフプ
レゼンテーションを行い、その後、
各自で多読多聴に取り組みました。

2018年4月23日



英語多読多聴マラソンの説明会を行いました

• 授業後の学生の自主的な英語学習活動の
場として「英語多読多聴マラソン」を企画し、
説明会を4月18日（水）と4月25日（水）に開催
しました。

• 語学センター教員が呼びかけし、学部3年生
を中心に合わせて80名程度の学生が説明会
に参加しました。

• そこで本活動の学生リーダーも決まり、4月21
日（月）から活動がスタートすることになりまし
た。自らの意思と行動で英語力を高め、専門
の工学研究や、本学で取り組んでいる国連
の「持続可能な開発目標（SDGs）」に繋げてく
れることを期待しています。

2018年4月18日


