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１．本研究の背景



工学系高等教育機関を取り巻く環境への新たなる対応と取組
（山口大学大学院創成科学研究科と長岡高専の取組事例）

主体的な行動力
組織（を自らデザインする）力

企画力

問題解決能力

産業界からの要請

グローバル化の進展



山口大学大学院創成科学研究科CPOT
(Center for Postgraduate Training)プログラム

（山口大学, 2016）



山口大学大学院創成科学研究科CPOT
(Center for Postgraduate Training)プログラム

 企業等で活躍できる工学系大学院修了人材 > 大学等での研究者養成

 学部4年生/修士1年生→PAT（研究基礎力育成トレーニング）

 修士2年生→PJ（専門横断型の学生小集団「コーホート」での学習による
複数指導教官・メンター指導を通じた課題解決型プロジェクト研究）

• 学際的知識と能力

• 交渉力・組織力

• 起業家マインド

• 国際社会で活躍する人材

英語教育

→ content, culture

→ cognition, communication

→ cognition

→ communication, culture

CLIL



Q 卒業生へ高専での学びの
達成度を聞いたアンケート

Q1：工学の専門知識とモノづくりのために必要な基礎的な技術・技能を身につけた

達成，やや達成 86%

Q2：多様な国際文化を理解し，英語によるコミュニケーション能力を身につけた

達成，やや達成 22%

問題点
高い専門知識と技術を持ち合わせていながら，
グローバルに英語で情報発信することが困難で的確に表
現できない・・

長岡高専の取組



Q1.内容と言語を融合させた語学教育は、
実践で役立ち、この方法は効果的である．

Q2.講義「英語表現」学習が大いに役立つ．

Q3.ペアで協学することが大いに役立つ．

Q4.課題を完成させたときに，さらに語学への
興味関心が深まった．

Q5.実体験と語学活動が語学の理解を深める．

Q6.デザインの構造，生産と社会など，内容を
相手に伝える能力は技術者にとって大変
重要である．

Q7.工学分野でCLILによる語学教育もとりい
れた方が良い．

CLIL実施後のアンケート
CLIL:模型キット + 英文インストラクション（書く）

5：とてもそう思う 4：まあそう思う 3：どちらとも言えない
2：あまりそう思わない 1：まったくそう思わない

（青柳・田中・池田，2016）



CLIL：設計製作物+プレゼンテーション

Vegetable-harvest Robot 

学生が過年度に実習した内容
アイデア, 図面, CAD設計（ 部材の形状と寸法の決定）, 発注購入,  

機械加工/組み立て,   競技会の運営実施,  最終報告書の作成

CLILタスク：野菜収穫ロボットの特徴、構造と機構、機能、

材質・品質を英文で書き，英語プレゼンテーションを行う

（田中・青柳・池田，2017）



２．先行研究



先行研究

工学やものづくりの英語授業実践

• 高専での実践（青柳・田中・池田，2016；飯島，2017；森，
2016）

エンジニア等へのインタビュー調査

• 「ものづくり英語コミュニケーション能力」を育成するための
CLILに基づいた英語教育モデルを構築（田中，2017; 田中・青柳・
池田, 2017）



インタビュー結果から構成したモデル

工学を

基盤とした

ものづくりの

知識・技能

Content

ものづくりの

ための

思考力

Cognition

ものづくり

英語コミュニ

ケーション

能力

Communication チームでの

ものづくり

協働力

Community
（田中，2017; 田中・青柳・池田, 2017）



単純な伝達

移送する、操作する等の

ルーチン作業的な指示や

報告

具体的な伝達

アッセンブリなどでの具

体的な作業改善方法や理

由を説明して、さらに効

率をあげるような指示や

報告

論理的な伝達

背景を共有できている複

数の人に、今後の作業展

開等について論理的に説

明し、納得させる指示や

報告

的確な伝達

背景を共有していない複

数の人に、対人関係を踏

まえた語彙と正しい文法

を使い、考えを的確に理

解させる指示や報告

ものづくりの英語表現力

Level １
Level ２

Level ３
Level ４

（田中，2017; 田中・青柳・池田, 2017）



３．本研究の取組①：ルーブリックの作成



ものづくり英語自己評価用ルーブリック

[5: excellent – 1: poor]

到達目標 5 4 3 2 1

（１）
「単純な伝達」「具体的な
伝達」「論理的な伝達」
「的確な伝達」（ものづくり
の英語表現力）4レベルを
理解し、それぞれどういった
場面での使われ方をするの
か説明出来るようになる。

「単純な伝達」「具体
的な伝達」「論理的な
伝達」「的確な伝達」の
4レベルを理解し、それ
ぞれどういった場面での
使われ方をするのか説
明が出来るようになった。

「単純な伝達」「具体的
な伝達」「論理的な伝
達」「的確な伝達」の4レ
ベルをほぼ理解し、それぞ
れどういった場面での使わ
れ方をするのか大体の説
明が出来るようになった。

「単純な伝達」「具体的な
伝達」「論理的な伝達」
「的確な伝達」の4レベル
は部分的な理解であり、そ
れぞれどういった場面での
使われ方をするのかの説
明には不明瞭さが残った。

具体的に伝達の種
類は挙げられなかっ
たが、いくつかのレベ
ルがあるという認識
はあった。

どのレベルの伝達も
使われる場面も理
解出来なかった。

（２）
「的確な伝達」「論理的な
伝達」が、企業内のどういっ
た関連部署間のどのような
対話であるか、また企業間
のどういった場面でのどのよう
な対話であるかを説明出
来るようになる。

「的確な伝達」「論理
的な伝達」が、企業内
のどういった関連部署間
のどのような対話である
か、また企業間のどう
いった場面でのどのよう
な対話であるかを説明
出来るようになった。

「的確な伝達」「論理的
な伝達」が、企業内のどう
いった関連部署間のどの
ような対話であるか、また
企業間のどういった場面
でのどのような対話である
かを大体説明出来るよう
になった。

「的確な伝達」「論理的な
伝達」が、企業内のどう
いった関連部署間のどのよ
うな対話であるか、また企
業間のどういった場面での
どのような対話であるか部
分的に説明出来るように
なった。

「的確な伝達」「論
理的な伝達」が、ど
ういった文脈で使わ
れるべきか説明には
至らなかったが、対
話の在り方が違うと
いう認識はあった。

「的確な伝達」「論
理的な伝達」が、ど
ういった文脈で使わ
れるべきか理解出来
なかった。

内容面（Content)



言語面（Communication)
到達目標 5 4 3 2 1

（３）
ものづくり現場および
関連するビジネスの状
況に応じた適切な指
示・伝達が出来るよう
になる。

背景が異なる企業外
の相手とのコミュニケ―

ションを想定しながら、
課題実現に向けての
適切な指示・伝達が
出来るようになった。

背景を共有する同一
企業内の他部署や関
連企業とのコミュニケ―

ションを想定しながら、
課題実現に向けての適
切な指示・伝達が出来
るようになった。

同じ職場現場（工場な
ど）の相手とのコミュニケ―

ションを想定し、詳細な指
示・伝達表現で課題実
現が望まれる場面に対応
出来るようになった。

同じ職場現場（工場な
ど）の相手とのコミュニケ
―ションを想定し、単純
な指示・伝達表現で課
題実現が望まれる場面
に対応出来るようになっ
た。

背景の共有の有無、
職場での物理的・人
間的距離にかかわら
ず状況に応じた適切
な指示・伝達は出
来なかった。

（４）
ものづくり現場および
関連するビジネスの場
面に応じた語彙・表
現が運用出来るように
なる。

授業で扱い想定した、
ものづくり現場および
関連するビジネスの場
面に応じた語彙・表
現が積極的に運用出
来るようになった。

授業で扱い想定した、
ものづくり現場および関
連するビジネスの場面
に応じた語彙・表現が
大体運用出来るように
なった。

授業で扱い想定した、も
のづくり現場および関連す
るビジネスの場面に応じた
語彙・表現の認識はほぼ
出来たが、運用は部分的
であった。

授業で扱い想定した、も
のづくり現場および関連
するビジネスの場面に応
じた、ある程度までの語
彙・表現の認識は出来
たが運用はほとんど出来
なかった。

授業で扱い想定した、
ものづくり現場および
関連するビジネスの
場面に応じた語彙・
表現を覚えられな
かった。

（５）
ものづくり現場および
関連するビジネスの中
で発生する課題や問
題点を理解しながら
対話することが出来る
ようになる。

授業で扱い想定した、
ものづくり現場および
関連するビジネスの中
で発生する課題や問
題点を理解しながら
対話することが出来る
ようになった。

授業で扱い想定した、
ものづくり現場および関
連するビジネスの中で
発生する課題や問題
点を大体理解しながら
対話することが出来るよ
うになった。

授業で扱い想定した、も
のづくり現場および関連す
るビジネスの中で発生する
課題や問題点を部分的
に理解し、ある程度の対
話をすることが出来るよう
になった。

授業で扱い想定した、も
のづくり現場および関連
するビジネスの中で発生
する課題や問題点の理
解が不足していたため適
切な対話には至らなかっ
た。

ものづくり現場および
関連するビジネスの
中で発生する課題
や問題点が分からな
かった。



認知面（Cognition)

到達目標 5 4 3 2 1

（６）
「単純な伝達」「具体的
な伝達」「論理的な伝
達」「的確な伝達」（も
の づ く り の英語表現
力）4レベルの各レベル
で求められる言語運用
能力を理解する。

（「ものづくりの英語表現
力」の 4レベルのうち）

「単純な伝達」「具体的な
伝達」「論理的な伝達」
「的確な伝達」
4レベルで求められる言語
運用能力を理解した。

（「ものづくりの英語表現
力」の 4レベルのうち）

「単純な伝達」「具体的な
伝達」「論理的な伝達」3

レベルで求められる言語
運用能力を理解した。

（「ものづくりの英語表
現力」の 4レベルのう
ち）

「単純な伝達」「具体
的な伝達」2レベルで
求められる言語運用
能力を理解した。

（「ものづくりの英語表
現力」の 4レベルのう
ち）

「単純な伝達」
1レベルで求められる言
語運用能力を理解した。

「ものづくりの英語表
現力」のどのレベルにつ
いても、求められる言
語運用能力は理解
出来なかった。

（７）
ものづくり現場および関
連するビジネスで発生し
ている状況を考えながら、
自分の意思が相手に最
も伝わりやすい伝達方
法を考える事が出来る
ようになる。

ものづくり現場および関連
するビジネスで発生してい
る状況をイメージしながら、
自分の意思が相手に最も
伝わりやすい伝達方法を
考えられるようになった。

ものづくり現場および関連
するビジネスで発生してい
る状況をイメージしながら、
自分の意思が大体相手
に伝わる伝達方法を考え
られるようになった。

ものづくり現場および関
連するビジネスで発生
している状況を大体は
イメージし、自分の意
思が相手に伝わる伝
達方法を部分的に考
えられるようになった。

ものづくり現場および関
連するビジネスで発生し
ている状況が部分的な
イメージであり、自分の
意思が相手に伝わる伝
達方法はほとんど思いつ
かなかった。

ものづくり現場および
関連するビジネスで発
生している状況も、自
分の意思が相手に伝
わるであろう伝達方法
も、どちらも思いつかな
かった。



文化面（Culture)
到達目標 5 4 3 2 1

（８）
英語を使って企業
人としてグローバルに
活躍する意識が高
まる。

自ら志願して、会社で海外
勤務や国際的な業務に参
加し、是非グローバルな舞
台で活躍したいと思うように
なった。

会社でもしも機会があった
ら海外勤務や国際的な
業務に参加してみたいと
思うようになった。

会社からの要請で海外勤
務や 国際的な業務への
参加を求められても抵抗
感はなくなった。

仕事で必要になった時
だけ最低限の英語で対
応が出来る程度で充分
だと思った。

英語を使って海外で働
いたり、 国際的な業
務に携わりたいと思うよ
うにはならなかった。

（９）
異なるバックグランド
（専門分野や国
籍）のクラスメイトと
協働する意識が高
まる。

異なる国籍のクラスメイトだ
けでなく、異なる専門分野
のクラスメイトという観点から
も自分とはバックグラウンド
が異なる人々とこれからも
協働する機会を探していき
たいと思うようになった。

異なる国籍のクラスメイト
だけでなく、異なる専門分
野のクラスメイトという観点
からも自分とはバックグラウ
ンドが異なる人々と協働
することは有意義であった。

異なる国籍のクラスメイトと
の協働、もしくは、異なる
専門分野のクラスメイトとの
協働のいずれかが有意義
だった。

自分と異なるバックグラ
ンドのクラスメイトとの協
働は少し役に立った。

自分と異なるバックグラ
ンドのクラスメイトと協
働することに意義を見
出せなかった。

（１０）
英語を使って対話す
ることにより、相手の
価値観との違いを認
識し、その上で何をど
のように配慮するか
を考えることが出来
るようになる。

英語を使ってクラスメイトと
対話することで、相手の価
値観との違いに気づき、円
滑なコミュニケーション実現
のための配慮の仕方を考え
ることが出来た。

英語を使ってクラスメイトと
対話することで、相手の
価値観との違いに気づき、
多少の困難を伴いながら
も円滑なコミュニケーション
実現のための配慮の仕方
を考えた。

英語を使ってクラスメイトと
対話することで、相手の価
値観との違いに気づいたが、
円滑なコミュニケーション実
現のための配慮の仕方を
考えるのは困難だった。

英語を使ってクラスメイト
と対話しても、あまり相
手の価値観との違いの
認識は無かったので、コ
ミュニケーション上の配
慮についてもあまり考え
なかった。

英語を使ってクラスメイ
トと対話しても、相手の
価値観との違いの認識
は無かったので、コミュニ
ケーション上の配慮につ
いても考えなかった。



３．本研究の取組②：
エンジニアとの協働による教材開発



教材開発（ダイアログ作成）のポイント：

１）複数の実経験者（過去に製造会社での勤務経験）からの
聞き取りインタビュー
・製造業における組織内での伝達（レベル１、２）
・エンジニアと顧客との間での伝達（レベル３、４）

２）マレーシアにおける製造会社での現場収録
・製造現場における（レベル１、２）
（英国系マレーシア人の上司とネーティブマレーシア人の部下

との間の伝達）

Materials Development on Authentic Research Data



アイデア出し：製造業における製造体制について

Materials Development on Authentic Research Data



アイデア出し：製造関連部署と製造部門との間で用いられる会話

Materials Development on Authentic Research Data



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

製造業における組織間での伝達

Materials Development on Authentic Research Data



Play 3. Quality Problem (Internal discussion)

Background: A manager (A) of a QA department wants to know the progress of a quality

problem report that a section leader of production department (B) must prepare by next week.

A: Have you finished writing up the report of the quality problem? I think the deadline is

next week, isn’t it?

B: What? Was I supposed to do it?

A: Oh, you didn’t know? It was decided at the meeting last week. I guess I should have asked

you in advance.

B: Well, I was not informed by my boss about that. But I think I can make the deadline as we

still have two more days. I will try to get it done.

A: Yeah, I also think you can make it if you do it in a hurry. Let me know if you need any

help.

B: Thanks. I appreciate it.

Materials Development on Authentic Research Data



教材開発（予習教材作成）のポイント：

３）JournalのReading力涵養
全文技術的・専門的な部分も含めてarticle形式での読み物として
の予習形態とした。

４）言語分析を基にした予習教材
ダイアログの言語分析を行った結果、重要と思われる表現、文法
事項について事前に学習する形態とした。

Materials Development on Authentic Research Data



Production Department

Production departments are the place where production companies produce their

original products by making use of raw materials from which they procure other

companies. High-mix low volume, and multi-model mixed production are current

main stream in production lines. They have normally more than one production

process to produce a single product in a company. The main task for the engineers

belonging to this department is to enhance the productivity in total. To do so, they are

required to pay their attention to how to increase the operating efficiency, to improve

the performance of equipment, and to raise the rate of operation with maintaining the

product quality customers require. Depending on the size of a company though,

engineers are assigned to each process to become an expert of the process.

製造部門は、製造会社において調達した原材料を使用し独自の製品を製造する部門です。現在では多品種
少量生産、他機種混流生産が主流となっています。通常、複数の製造工程を経て一つの製品が製造されま
す。製造部門の技術者の基本的な任務は生産性を高める事です。求められる品質を満たしながら、作業者
の効率向上、設備の性能や稼働率の向上に注力します。会社の規模にもよりますが、技術者は各製造工程
に割り当てられ、その製造工程の専門家になります。

Materials Development on Authentic Research Data



教材開発（予習教材作成）のポイント：

３）JournalのReading力涵養
全文技術的・専門的な部分も含めてarticle形式での読み物として
の予習形態とした。

４）言語分析を基にした予習教材
ダイアログの言語（文法・機能）分析を行った結果、重要と思われる
表現、文法事項について事前に学習する形態とした。

Materials Development on Authentic Research Data



Materials Development on Authentic Research Data

Key phrases and expressions

1) need to do ~する必要がある
2) need to be pp(過去分詞) ~される必要がある
3) What’s the problem with~ ~の何が問題なのですか？
4) To what extent? どの程度ですか？
5) Can it be reworked? それは再加工すること（されるこ
と）が出来ますか？



3．本研究の取組③：シラバスと授業実践例



「科学・技術英語特論」2019シラバス
項目 内容

Unit 1 Introduction ・Course orientation

Unit 2 Developing
fundamental
skills

・English for academic essay writing

・Developing arguments in

academic writing

Unit 3 Food
and agriculture

・Understanding the principles behind 

food preservation

・Identifying some food preservation 

methods

Unit 4 Bridges ・Recognizing some globally well-known 

bridges

・Describing the features of typical 

bridges

Unit 5 Plastics ・Describing properties of plastics

・Exploring the latest plastic technology

Unit 6 Alternative
energy

・Describing some well known types of 

alternative energy

・Understanding the mechanism of wind 

power generation

Unit 7 Aeronautics ・Identifying major parts and functions 

of an airplane

・Demonstrating typical forces and 

movements of an airplane

Unit 8 Mass
transportation

・Identifying modern modes of 

transportation that use innovative 

technology

・Explaining the features of the above 

modes of transportation

項目 内容

Unit 9 Environmental
engineering

・Gaining a grasp of environmental 

technology which can help to ameliorate 

environmental problems

・Discussing ideas for a fully-sustainable 

eco-city

Unit 10 Defence
technology

・Critically evaluate defence analysts'

viewpoints on the future of defence

・Discuss and create new ideas for future 

civilian application of defence

technology

Unit 11 English
for
Manufacturing
(1)

Overview of types of expressions 

necessary for communication in the

manufacturing industry

Unit 12 English
for
Manufacturing
(2)

Simple and detailed expressions for 

global engineers in the manufacturing 

industries

Unit 13 English
for
Manufacturing
(3)

Logical expressions for management-

level engineers in the manufacturing 

industries

Unit 14 English
for
Manufacturing
(4)

Appropriate and accurate expressions 

for management-level engineers in the

manufacturing industries

Unit 15 English
for
Manufacturing
(5)

Review and reflections



Standard English version (American)

A: Hi, how’s going?

B: Not too bad. But it has been quite busy, as you know.

A: Yeah. By the way, about the recent quality issue…

B: You mean the internal corrosion of the fuel tank?

A: Yes. The customer did not blame us strongly since it was discovered
that the problem was caused by the poor quality of gasoline that they

used, which was unexpected on our part.

B: I see.

A: I just want to know if your team has already decided how to revise
(or apply) the drawing.

Activity sheet 5a



B: Well, the thing is that we are still discussing this matter with the R&D

team, and we’re trying to decide how we should specify the corrosion
tolerance from the perspective of quality assurance.

A: Why?

B: We have been struggling with this issue because car manufacturers

cannot anticipate the quality of gasoline that is available all over the
world.

A: I see. In my opinion, we should not specify it too strictly because

if we do, suppliers won’t be able to establish a processing method
capable of meeting such a tight requirement.

B: Alright.

A: In the end, we will end up having to advise or teach them how to

develop their processing method because most of them do not have
their own R&D departments.

B: I see. Thanks for your advice.

Activity sheet 5b



４．本研究の取組結果①：
受講生自己評価用ルーブリック

☞ 配布資料「ものづくり英語自己評価用ルーブリック」ご参照



ルーブリック回答結果（n=23）
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（１）「単純な伝達」「具体的な伝達」「論理的な伝達」「的確な伝達」（ものづくりの英語表現力）
4レベルを理解し、それぞれどういった場面での使われ方をするのか説明出来るようになる。

（４）ものづくり現場および関連するビジネスの場面に応じた語彙・表現が運用出来るようになる。

（６）「単純な伝達」「具体的な伝達」「論理的な伝達」「的確な伝達」（ものづくりの英語表現力）4レベル
の各レベルで求められる言語運用能力を理解する。

（９）異なるバックグランド（専門分野や国籍）のクラスメイトと協働する意識が高まる。



４．本研究の取組結果②：
事前・事後アンケートおよび
インタビューによる考察

☞ 配布資料「事前アンケート」「事後アンケート」「自由記述」ご参照



インタビュー(フォーカスグループ, 個別)について
• 留学生だけのフォーカスグループの組成が不可能であったため、

留学生については、ボランティアでの参加希望学生に個別インタ
ビューを実施。

• 1名の留学生から、日本人フォーカスグループに帯同参加して意見
を述べたいという希望があったため、日本人学生・留学生混合グ
ループを追加で組成。

日本人学生
グループ
（４名）

日本人学生
（４名）

＋
留学生（1名）
混合グループ

留学生
個別①
（1名）

留学生
個別②
（1名）



事前・事後アンケート結果（n=22）

注意：質問１は1.が「アウトプット重視」で 5.が「インプット重視」
質問11は、 1.が「顧客への製品説明や交渉まで必要で重要視すべき」を表し、
5.が「顧客への製品説明や交渉までは必要なく重要視しなくてもよい」を表す。
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事前・事後アンケート結果（n=22）

【設問2】英語の授業を通じて、ものづくり関連ビジネスの内容と英語表現の
習得以外にも、思考力を高めたり、自分とは異なる価値観を受け入れられる力
も求めたくなった。

【設問4】ものづくりビジネスの新しい内容や、場面に応じた言語の特徴を分析的
に学ぶため、クラスメイト同志で理解したことをペアで教え合うアクティビティ
を授業内で実施したことで内容も英語も理解が向上した。

【設問10】ネイティブの英語話者の英語ではなく、アジアの英語話者が実際のもの
づくりビジネスで使う英語に収録映像を通じて授業で触れたことで、国際語として
の英語の重要性を意識するようになった。

【設問12】企業内ではいくつかの部署が連携していると理解したが、このような
企業内の場面を想像して英語を学ぶことで英語への興味と関心は深まった。

【設問13】高度な英語コミュニケーション能力（論理的な表現力など）が企業内
のどういった部署間で必要か理解できた。

顕著な成果のあった設問項目群



【設問1】 工学系大学院での英語学習は、語彙・専門用語、用語の概
念、文法など講義中心でのインプットが、コミュニケーション中心の
参加型授業によるアウトプットよりも重要である。

①「指導法」に関する質問（「事前」アンケート結果）



【設問1】工学系大学院での英語学習は、語彙・専門用語、用語の概
念、文法など講義中心でのインプットが、コミュニケーション中心の
参加型授業によるアウトプットよりも重要であると思った。

①「指導法」に関する質問（「事後」アンケート結果）



日本人学生の回答

留学生の回答

「インプット」も「アウトプット」も同じくらいの重要性だと考えた可能性
(IS-1) “People may think it’s the same importance.”

「インプット」と「アウトプット」のバランスの重要性の示唆
（JS-2） “[…]アウトプットかインプットどちらが重要かを断定するんじゃなくて、アウトプッ
トするためにはインプットしないといけないですし、インプットしてもアウトプットで伝わら
ないんで、どっちが重要っていうのは授業を通していくうちに断定しにくくなって真ん中が増
えたのかなみたいに思います。”

語学力に余り自信がない受講生の「インプット」重要性への意識変化
（JS-1） “僕が受けて感じたのは、今までインプットが充分じゃないんで、アウトプットするも
のが無いっていうのを授業の時感じまして、ちゃんと語彙・単語だとか、文法であったりだとか
充分にインプット出来ていなかったんで、アウトプットしようと思ってたけど、アウトプットす
るものが無かったっていうのを気づいて、まずインプットするのが先なんじゃないかっていう人
たちが増えたんじゃないかって思います。”

【設問１：受講生への質問】①語彙・専門用語・用語の概念・文法など講義中心で
の「インプット」の方が大事だと考える受講生が初めは約半数いたにも関わらず、
コース終了後は、「インプット重視」でも、参加型授業によるコミュニケーション
中心の「アウトプット重視」でもない「３．どちらでもない」に回答する受講生が
14% (4%→18%)増えた。この理由にはどんなことが考えられるか？



日本人学生の回答

留学生の回答

（JS-2）“専門的な語彙とかは、各研究分野でだいぶ違うので、それはもう個人で専門分野の時
にやれると思うんで、日本人はそれよりもアウトプットのしゃべる練習が、僕もそうなんです
けど、したいから、こういう感じになったのかなあと思います。”

専門用語は専攻で習得出来るため「アウトプット」練習重視の希望

研究論文読解力を身に着けるための専門用語習得重視の意見
(IS-2) “普段英語の論文とか読むだから、専門用語沢山あります。それを勉強しないと分からない
ですね。”

出身が先進国か発展途上国（新興国）かにより異なる社会・経済的背景に関する意見
(IS-1) “[…] Maybe I think things are different. it’s set to the development of the countries. I think especially 
in some developing countries, they want to learn more from other countries, so maybe they agree with 
the input of knowledge but for some developed countries, they do something really maybe with high 
quality. They think their own product is very outstanding. They don’t need to get more things from other 
places, so compared to the input, they prefer to outputting. That’s one of the reasons. ”

【設問１：受講生への質問】②事前・事後アンケート結果共に、留学生は「インプッ
ト重視」であり、日本人大学院生は「アウトプット重視」である。この差の理由は何
だと考えられるか？



【設問11】世界におけるものづくりや産業での生産活動では、工学知
識とともに英語によるコミュニケーションが必要であるが、顧客への
製品説明や交渉までは必要なく重要視しなくてもよいと思う。

③工学系大学院生受講生の満足度に関する質問（「事前」アンケート結果）



【設問11】世界におけるものづくりや産業での生産活動では、工学知
識とともに英語によるコミュニケーションが必要であるが、顧客への
製品説明や交渉までは必要なく重要視しなくてもよいと思った。

③工学系大学院生受講生の満足度に関する質問（「事後」アンケート結果）



日本人学生の回答

留学生の回答

エンジニアもクライアント先で営業する必要があるという認識
(JS-7) “僕はシステムエンジニア志望しているんですけど、客先で営業するとかそ
ういうことも仕事の内っていう意識があるんで、こういうことがパッと言えるん
じゃないかって思いましたけど。あんまり実際は分かっていないですけどイメー
ジでは必要なのかなって思いました。”

【設問１１：受講生への質問】受講期間を通じて、日本人大学院生は、世界における
ものづくりや産業での生産活動では、工学知識、英語によるコミュニケーションの必
要性に加えて、顧客への製品説明や交渉も重要視すべきと考えた結果が出ている。そ
の一方、留学生は、工学知識、英語によるコミュニケーションは必要だが、顧客への
製品説明や交渉までは必要なく重要視しなくてもよいと思ったという結果が出てい
る。この考え方の違いは何だと考えられるか？

日本企業文化とは異なりSales以外の部門では不要なスキルという認識
(IS-3) “私の考える留学生としては、salesやっていないならば、必要ないスキルと思い
ますね。普通のコミュニケーションスキルがもっと大事な事。作品のお勧めとか説明
とかは、salesの中じゃなければいらない感じ。”



【自由記述】もっとも高められたと思うスキルは何ですか。

２．工学的要素（3件）

・工学的な専門用語、フレーズ及びその使い方 ・工学的な観点から述べること。
・My understanding towards Engineering life. （留学生）

１．Speaking力（6件）

・スピーキング力 ・スピーキングスキルだと思います。
・グループワークやペアワークなどで話す機会が多く、スピーキングの力が一番
高められたと思う。 ・今までほとんどしてこなかった英語で会話するスキル

・英語を使ったコミュニケーション能力。特にスピーキング。
・Speaking and brave （留学生）

３．メタ言語認知力（3件）

・わかりやすく説明するスキル 会話を広げるスキル
・自分の英語を振り返る力。
・“that”や“which”を用いて自分の言いたい事をより詳細に伝える事。
（特にグループディスカッション等で）

「事後」アンケート結果



【設問18】もっとも高められたと思うスキルは何ですか。

⑤自由記述

５．表現力（３件）

・状況に応じた正しい表現方法が身に付いたと思います。

・The appropriate words or verbs used when writing thesis in English. （留学生）
・商談を想定した際の英会話能力について、表現はまだ上手くできません
が修得できたと思います。

６．Reading力（１件）

・英語の文章を読む力です。

７．Writing力（１件）

・英語論文の書き方

４．複合的言語スキル（３件）

・語彙力と英語で話そうとするモチベーション ・reading and speaking skill
・相手の言っていることをしっかりと理解でき、自分の考えをしっかりと伝える
ことのできる能力。

【自由記述】もっとも高められたと思うスキルは何ですか。

「事後」アンケート結果



５．まとめと今後の課題



まとめ
内容面
・企業の場面を想像して英語を学ぶことで英語学習への動機づけが高まった。
・「ものづくりの英語表現力」4レベルを説明出来るようになり, 工学的な観点
からのインプットとアウトプットの向上を実感した。

・ピアティーチングにより内容と言語両方の理解度向上を実感した。

言語面
・４技能の内, Speaking能力が一番向上したと実感した。
・メタ言語認知力の向上が認められた。

認知面
・「ものづくりの英語表現力」4レベルで求められる言語運用能力を理解し, 特に

論理的な伝達が企業内のどのような部署間で必要かを実感した。

文化面
・アジアの技術者同士の対話映像を通じて国際語としての英語の重要性を認識し
始めた。

・異なるバックグラウンド（専攻・国籍）のクラスメイトと協働する意識が高まっ
た。



一授業内での習得項目をスリム化し、インプットとアウトプット時間の充分な確保

視聴覚教材の改善：日本人とアジア圏の外国人技術者のコミュニケーションを想定
したロールプレイ映像を新たに採用

Beginner から Pre-intermediate levelの日本人受講生への配慮
・復習テストの定期的導入
・授業内タスクへの足場掛け

・ピアティーチング前のインプットサマリーの挿入
・ピアティーチングの2往復化
・ピアティーチング後の教師による簡単な再解説導入

・予習教材への足場掛け
・予習教材の適度なバイリンガル表記化
・読解力強化用articleに付随したglossaryの更なる充実化

今後の課題
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ご清聴
ありがとうございました。

植村隆（山口大学）, 田中真由美（武庫川女子大学）, 市村勝己（長岡高専）
青柳成俊（長岡高専）, 池田真（上智大学）


