
第2回 英語多読多聴マラソン表彰式を行いました

• 語学センターが企画、運営している「英語
多読多聴マラソン」において、多読で新た
に30万語に到達した学生１名を対象に表
彰式が行われました。これで合わせて４人
目の30万語達成者になります。

• これまでの授業内外での英語学習に対す
る努力に敬意を表して、和田副学長から
表彰状と副賞が授与されました。

• 今後も語学センターでは、学生の努力や
頑張る姿勢を価値あるものとして認め、そ
れを評価する事業を企画、運営してまいり
ます。

2020年1月7日



英語でミニ・ビブリオバトルを実施しました

• 学部３年生の２学期の一部の英語の授業で、
多読のアウトプット活動として、英語でミニ・ビ
ブリオバトルを実施しました。

• この授業では、数多く読んだ多読図書の中で
お気に入りの本を各自１冊持ち寄り、その本
について各自３分間の英語プレゼンテーショ
ンを行い、１～２分間のグループディスカッ
ションも行いました。

• チャンプ本に選ばれた多読図書は、ポスター
として図書館に掲示してあり、表紙にもチャン
プ本のシールが貼ってあります。是非手に
取って読んでみてください。

2019年12月18日



SDGsに関する英語プレゼンテーションを行いました

• 大学院生を対象にした授業で、自分の
研究内容がどのようにSDGsの達成に貢
献できるのかをテーマに英語でプレゼン
テーションを行いました。

• 授業では、アカデミック・ライティングとし
て上記のテーマに関してエッセイを書き、
その内容をもとに、専攻や国籍が異なる
他の学生に対して、SDGsを共通のキー
ワードに分かりやすく説明することを目
標にして行いました。

2019年12月17日



英語多読多聴マラソン表彰式を行いました

• 語学センターが企画、運営している「英語
多読多聴マラソン」において、多読で30万
語に到達した学生３名を対象に表彰式が
行われました。

• これまでの授業内外での英語学習に対す
る努力に敬意を表して、和田副学長から
表彰状と副賞が授与されました。

• 英語学習方法は様々あり、人それぞれ合
う学習方法も異なりますが、どの方法を
とったとしても継続することが大切です。
今後、本学から多くの学生が３名に続くこ
とを期待しています。

2019年12月12日



リーダー学生が国際会議「4th STI-Gigaku 2019」で
Best Poster Awardを受賞しました

• 本学で開催された国際会議「4th STI 
Gigaku 2019」で、多読多聴マラソンのリー
ダー学生が、その取り組みを英語でポス
ター発表しましたが、その発表がBest 
Poster Awardとして表彰されました。

• 学生主導で試行錯誤しながら取り組んで
いる活動が、ひとつの形として表彰された
ことを大きな励みにして、今後の活動発展
に生かしてくれることと思います。

2019年12月3日



リーダー学生が国際会議「4th STI-Gigaku 2019」で発表しました

• 本学で開催された国際会議「4th STI 
Gigaku 2019」で、多読多聴マラソンのリー
ダー学生が発表をしました。

• 今年度の多読多聴マラソンの活動につい
てデータとともにまとめ、90秒のアブストラ
クト発表と30分程度のポスター発表を行
いました。

• リーダー学生にとっては初めての国際会
議の場となり、とても貴重な経験になった
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と思います。

2019年11月8日



多聴用にウエブ上の音声リソースをご活用ください

本学附属図書館に所蔵されている下記の多読図書シリーズは、音声リソースがウエブ上にあります。

これら図書を読む際には利用をして、日頃から英語の音声に接するようにしてください。

2019年10月15日

Cambridge English Readers (CER) Cengage Page Turners (CPT)Cambridge Interactive Readers (CIR)



英語学習にe-learningシステムをご活用ください

• 本学で利用可能になった、英語学習用e-
learningシステムは、右のURLまたはQR
コードからサインインできます。

• 大学から付与されているメールアドレス
と、パスワードを設定の上、サインインす
ることで、右の２種類の英語学習用e-
learningシステムが利用可能です。

• どちらのコースも30レッスンを終了（各
レッスンに確認テストがあり、70%以上の
正答率が必要）することで、終了証を印
刷できるようになります。

• スマートフォン・タブレットで受講するには、
アプリをダウンロードする必要がありま
す。

2019年9月30日
サインインURL

https://nagaokaut.reallyenglish.jp/login

総合英語コース７（Practical English 7）

⇒総合的な英語力をバランスよく強化し、
TOEIC®テストのスコアアップを目指したい
学部生に好適

総合英語コース アカデミック（Academic English）

⇒海外実務訓練や、留学や、研究を進め
たり、研究発表したりする予定のある大
学院生、学部生に好適

https://nagaokaut.reallyenglish.jp/login


英語学習用e-learning新システムの使用説明会を開催しました

• 本学で9月30日から、以下の２種類の英語学習用e-
learningシステムが利用できるようになりました。

(1) 「総合英語コース７（Practical English 7）」【総合的
な英語力をバランスよく強化し、TOEIC®テストのス
コアアップを目指したい学部生に好適】

(2) 「総合英語コース アカデミック（Academic
English）」【海外実務訓練や、留学や、研究を進め
たり、研究発表したりする予定のある大学院生、
学部生に好適】

• 利用開始に伴い、この２種類のシステムを提供する
リアリーイングリッシュ株式会社の方に来学いただ
き、学部４年生および教職員対象に使用説明会を
開催しました。

• e-learningはちょっとした空き時間や、大学に来ない
長期休暇中の英語学習として便利です。これら２種
類のシステムを積極的に活用し、日頃から英語力
向上に向けて努力することを期待しています。

2019年9月30日



海外実務訓練経験に関する講演会を開催しました

• 9月23日（月）に、海外での実務訓練を経
験した博士課程の学生が、学部生を対象
に、海外での経験や、英語学習、研究な
どをテーマに講演を行いました。

• 聴講した学生からは、「海外への実務訓
練への興味関心が高まった」「実務訓練
の準備を行う上で役立った」「英語学習の
意欲が向上した」等のコメントが寄せられ、
大変意義のある講演会になりました。

• なお、本事業は、多読多聴マラソリーダー
学生の主催、語学センター後援で行われ
ました。運営、講演に関わってくれた学生
に感謝いたします。

2019年9月27日



２学期の英語多読多聴マラソンが始まりました

• 2学期の多読多聴マラソンが9月9日
に始まりました。

• 14名の参加者を得て、リーダー学生
の主導で、前半は英語多読多聴の
説明と活動を、後半は英語を使った
英会話活動を行いました。

• 2学期の活動は、毎週月、火、水、
木曜日の18時～19時の間、AL1教
室で行います。お気軽にご参加くだ
さい。

2019年9月10日



【英語多読多聴マラソン】
2学期の活動予定についてリーダー学生とミーティングを行いました

• 9月9日（月）から始まる2学期の多読多聴マ
ラソンの運営について、リーダー学生間で
ミーティングを行いました。

• B3学生が中心になって、リーダー学生にとっ
ても、参加学生にとっても英語力向上に繋が
る持続可能な活動を目指して、手作りで企画、
運営をしてくれています。

• 2学期の活動は、毎週月、火、水、木曜日の
18時～19時の間、AL1教室で行います。是非
ご参加ください。

2019年9月5日



多読多聴マラソン/TELLが9日から再開します！

• ２学期の多読多聴マラソンとTELLが９月９日（月）から
再開します。予約不要です。是非ご参加ください！

日常会話を学びたい！高い英語力を身につけたい！

→昼休みのTELLへ！

英語が苦手だけど何とかしなきゃ！TOEIC®上げたい！

→放課後の多読多聴マラソンへ！

2019年9月2日

TELL
日程：毎週 月曜日・水曜日・金曜日
時間：12:10 ～ 12:50    
場所：AL2 （Active Learning 2）

多読多聴マラソン
日程：毎週 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日
時間：18:00 ～ 19:00    
場所：AL1 （Active Learning 1）



高専技科大間の英語教育連携をテーマにセッションを行いました

• 令和元年度全国高専フォーラムにて、高専と技
科大間の英語教育連携をテーマに、和歌山高専、
岐阜高専、東京高専の英語教員と一緒にオーガ
ナイズド・セッションを行いました。

• 本学からは、SDGsをテーマにした英語プレゼン
テーションや、英語ミニ・ビブリオバトルなどの事
例を報告し、昨年度末刊行した教材『SDGs Fun 
Learning Book』を使った連携を提案し、高専から
は理工系学生のための教科書を使った指導等
が提案されました。

• 語学センターでは、質の高い英語教育を創り上
げるために、高専との連携も深めてまいります。

2019年8月26日



英語多読多聴マラソン2019は2学期も継続して行います

• 「英語多読多聴マラソン2019」は、2学期も継続
して行います。多くの学生のチャレンジを期待し
ています。

• これまでの研究結果では、30万語の英語多読
多聴は、約１カ月の留学に相当するインプット
量と考えられています。日本にいながら、多読
多聴による１か月疑似留学の効果を体験して
みてください。

2019年7月26日

達成状況（人） 20,000語 50,000語 100,000語 200,000語 300,000語

2018年度 85 32 7 1 0

2019年度（～１学期） 94 45 12 3 1



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１学期の一部の英語の
授業で、多読のアウトプット活動として、英語
でミニ・ビブリオバトルを実施しました。

• この授業では、数多く読んだ多読図書の中で
お気に入りの本を各自１冊持ち寄り、その本
について各自３分間の英語プレゼンテーショ
ンを行い、１～２分間のグループディスカッ
ションも行いました。

• 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。

2019年7月26日



SDGsの達成に向けた提案を英語で発表しました

• 学部3年生を対象にした「総合英語I」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、
以下のテーマのいずれかを選び、英語でグ
ループプレゼンテーションを行いました。

• (1) Choose one or two Sustainable 
Development Goals and talk about what 
concrete actions you are going to take on a 
daily basis to resolve the goal(s). 

• (2) Choose one or two Sustainable 
Development Goals and talk about your 
concrete plans on how you want to utilize 
your engineering knowledge to resolve the 
goal(s). 

2019年7月19日



昼休み「TELL」で、日常生活で使える英語表現を学びましょう！

• 留学生が講師役を務めて昼休みに行って
いる「TELL」では、動画を見ながら、日常生
活で使える表現を学べます。

• 月曜日、水曜日、金曜日で異なる番組を
視聴していますので、レベルや趣向に
合った曜日だけ参加していただいても結
構です。また、昼ごはんを食べながらの参
加でも結構です。

• 予約不要ですので、是非お気軽にご参加
ください！

2019年7月8日

日程：毎週 月曜日・水曜日・金曜日
時間：12:10 ～ 12:50    
場所：AL2 （Active Learning 2）



放課後「英語多読多聴マラソン」にお気軽にご参加ください！

• 学生主導の放課後の課外英語学習活動
「英語多読多聴マラソン」は、以下の日程
で行われています。

• 活動の半分は多読多聴を行い、活動の半
分は動画を使って英語の表現を学んだり、
英作文を行ったり、多読図書からの表現
を学んだりと、リーダー学生が様々に工夫
しながら運営してくれています。

• 是非お気軽にご参加ください！予約不要
です。

2019年7月2日

日程：毎週 月曜日・火曜日・水曜日・木曜日
時間：18:00 ～ 19:00    
場所：AL1 （Active Learning 1）



本学教員らがSDGsを楽しく学ぶための電子書籍を作成しました

• 副語学センター長の市坪誠教授を中心
に、本学の教職員及び学生有志、都城
工業高等専門学校の教職員及び学生
有志が参画し、『SDGs Fun Learning 
Book: A bright future for all of us』を作成
し、電子書籍として配信されました。

• 英語で作成されたこの書籍では、SDGs
とは何か、SDGsの重要性といった内容
を楽しみながら学ぶことができます。

• 今年度より本学の一部の授業でも使用
することで、SDGs教育を推進してまいり
ます。

2019年6月13日



2019年度「TELL」が始まりました

• 5月13日から英語のコメディやドキュメンタ
リーなど、色々なジャンルの動画や番組を
観て、英語の日常会話を学ぶ「TELL（The
English Learner’s Lab）」が始まりました。

• 留学生の主導のもと、以下のプログラムで
行っています。是非、ご参加ください！（昼
食をとりながらの参加も可能です）

毎週月曜 Comedy

毎週水曜 Comedy

毎週金曜 TED / Only in Japan
12:10 – 12:50 

AL2教室

2019年5月17日



【多読多聴マラソン】リーダー学生間で引継ぎを行いました

• 5月9日（木）に、学生主導の英語学習活動
「英語多読多聴マラソン」の2018年度リー
ダー（B4学生）と、2019年度リーダー（B3学
生）が集まり、引継ぎ会議を行いました。

• 活動内容、今後取り組むプロジェクト活動
予定を確認しました。自分たちの成長に繋
がる活動に創り上げていってくれることを期
待します。

【活動連絡】

• ５月２７日（月）～６月１３日（木）は、中間テ
スト期間のため活動休止。

• ６月１７日（月）からは、AL1教室で実施しま
す。

2019年5月9日



2019年度「多読多聴マラソン」が始まりました

• 4月15日（月）18時～19時に、今年度の第１
回目の学生主導の自主的な英語学習活動
「英語多読多聴マラソン」が始まりました。

• リーダー学生主導の下、17名の参加者が
アイスブレイキングを楽しみ、その後に多聴
を経験しました。

• 今年度1学期の多読多聴マラソンは、以下
の日程で行われます。どうぞご参加ください。

毎週月曜日・火曜日・水曜日・木曜日

18時～19時

AL1教室

2019年4月16日



2019年度「多読多聴マラソン」説明会を実施しました

• 4月11日（木）の18時から、AL1教室で、授業
後の学生の自主的な英語学習活動「英語
多読多聴マラソン」の説明会を開き、50名
以上の学生が参加しました。

• B4リーダー学生の主導で会は進行され、
「多読多聴マラソン」以外に、今年度企画し
ているプロジェクト（SDGs教育や小学生へ
の英語学習支援など）や、学生団体SAINの
説明も行われました。

• 今年度の英語多読多聴マラソンの活動は、
４月15日（月）18時からAL1教室で開始しま
す。是非ご参加ください。

2019年4月12日



2019年度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

• 昨年度開始した、授業後の学生の自主的な英
語学習活動「英語多読多聴マラソン」を、今年
度も引き続き継続するため、リーダー学生と
ミーティングを行いました。

• 今年度の活動内容の説明会を、4月11日（木）
18時～ AL1教室で行います。

• 技大で力を伸ばしたい学生、是非ご参加くださ
い！

• 年度当初は、B4のリーダー学生3名を中心に運
営します。一年間よろしくお願いいたします。

2019年4月3日



English Extensive Reading & Listening Marathon 2019

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：2019年4月1日～2020年2月28日
対象者：本学の学部生・教職員

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

景品は数に限りがあり先着順となりますので、ご了承ください。最終受取日：2020年2月28日（金）

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


