通常の授業を通して、すべての学生を最大限に伸ばす！

京都工芸繊維大学「英語鍛え上げプログラム」
T he M os t Dem anding E ngl i s h Pro g ra m in J a p a n (KIT MOD EP-J )
日本一要求度の高い英語プログラム

本学は全国37大学の一つとしてスーパーグローバル大学創成支援事業に採択され、我が国の高等教育の国際競争力向上をリード
するという重責を担っています。今後、教育研究における海外大学との連携強化、海外インターンシップ参加率の飛躍的向上など

を目指して事業を進めるための基盤となるのは、確かな英語力です。一部の選ばれた学生ではなく、すべての学生に、通常の授業

を通して目に見える上達を保証するために「英語鍛え上げプログラム」を企画しました。平成28年度には、必修単位の増加を含む
抜本的な英語カリキュラム改訂を行い、着実な成果が上がりつつあります。

「KIT 英語鍛え上げプログラム」の目標
学部１・２年生を対象として、授業準備、課題、テストなどに関する要求度がきわめて高い（大量の学習時間を要する）
授業を全科目・全クラスで展開することにより：
・全学生に大量のインプット（読んで聴くこと）を保証し、実質的な上達を確実にする
・「上達した！」という実感によって学習意欲を高める

・３年次以降の自律的学習につながる学習法と学習習慣を定着させる

科目構成と一斉テスト
Career English [必修]

2年 次
後期終了時
TOEIC 団体受験
前期終了時
TOEIC 団体受験

TOEIC、TOEFL 等の外部テストを指標として、高度で柔
軟な英語運用能力を養います。
Basic、Intermediate、Advanced と積み上げ式に展開
しています。目標スコア達成者は履修免除

Advanced

目標：TOEIC730レベル突破

目標：TOEIC630レベル突破

学術的な場面で英語を使うための基礎を固めます。
時
事に関するニュースや海外大学の講義を視聴するこ
とを通して、
世界情勢や異文化理解を深め、
メディア
リテラシーを養います。
Interactive English [必修]

1年 次

前期終了時
TOEIC団体受験

英語を積極的に「使う」ことを通して実践的運用能力
のさらなる向上を図ります。科学的手法，環境学、文
学などを英語で学ぶ CLIL（内容言語統合学習）、「ロ
ボットを作る」
「ウェブサイトを開設する」等の企画
達成に向けたリサーチやコミュニケーションを英語で
行う Project-Based Learning、特定のスキルに焦点
をあてる Reading、Writing、Listening & Speaking
等があります。
Academic English [必修]

Intermediate

後期終了時
大学独自のコンピュ
ータ方式スピーキン
グテスト

Active English [選択]

Basic

多様な場面で円滑な口頭のコミュニケーションがで
きるようになることを目的とする会話中心の科目で
す。
スカイプを介した海外とのコミュニケーションも
取り入れられます。

目標：外部テスト受験に向けた
集中的な学習方法を体得

入学時
TOEIC団体受験

「TOEIC730」は企業の人事担当者から見た選考分岐点の一つと言われ、近年は多くの企業が新卒者にこのレベルの英語力を求める
ようになっています。

本 学独自の工夫
本学独自のコンピュータ方式 (CBT) スピーキングテスト
KIT Speaking Test: English for the 21st Centuryでは、リンガフランカ（国
際共通語）としての英語を使いこなし、21世紀型スキルを発揮して、与え
られた課題を達成する能力が測られます。スコアは1年間の学習成果の一
部とみなされ、Interactive Englishの成績に組み込まれます｡

毎授業に組み込まれる e-learning 課題
インプット（読む・聴く）の量を補い、語彙・文法の基礎固めをするために、
Academic Express 2 という e-learning システムを用いて、リーディング・
リスニング・文法の課題が、長期休業中も含めて毎週出されます。課題の

達成度は、Career EnglishとAcademic Englishの成績に組み込まれます。
2016 年度の利用率は 97.3％、課題達成率は 88.8% でした｡

読書量の累積が成績に加味される Extensive Reading（多読）プログラム
図書館に多読用の英語図書を配架しています（2016 年度末で約 7000
冊）。M-Reader という多読プログラム専用サイトを用いて、学生の読書量
を集中管理しています。学期中だけでなく長期休業中にも、各学生の読書
量 が 読 ん だ 総 語 数 に 基 づ い て 累 積 さ れ、Interactive EnglishとActive
Englishの成績に組み込まれます。
2016 年度前期には、Interactive English

受講生の 94.3% が満点の基準（80,000 words）を達成しました。後期には、
91.3% が満点の基準（100,000 words）を達成しました。

海外英語研修
英国リーズ大学（夏休み5週間）、豪州クイーンズランド大学（春休み5週
間）、フィリピンセブ島QQEnglish（1〜2週間）を実施しています。徹底し
た事前・事後研修を行い、現地滞在中に出席・成績等の基準を満たした学
生には、言語教育科目として1〜2単位を認定します。

特別企画セミナー

大規模セミナー：外部講師を招いて英語プレゼンワークショップ、レベ

ル別TOEIC集中セミナーなど70~100名規模のセミナーを定期的に実施し
ています。

小規模セミナー：語学単位取得済の上級者を対象とする特別授業、英語

が苦手な学生のニーズに答えるリメディアルクラス、英語を使って活躍
する先輩（企業勤務の研究者等）を招いた情報交換セミナーなど10~20名
の学生を対象に、英語に関するピンポイント的な要望に応えるセミナー
を実施しています。

特 色のある取り組み
どのように demanding なのか ?
■ 膨大な課題
非常勤講師が担当するものも含めて、全科目・全クラスについて、毎授業に大量の課題を課し、次の授業で提出を求め

ています。たとえば、
１年次生には「リスニング７割：リーディング３割」を目安に、毎週最低でも 6〜8時間、通常は15
時間以上の学習を要する課題が出されます。

【１年次生: １週間の課題例】

Academic English

・教科書Lecture Ready 2（OUP）に付随する教材（ビデオ
講義）数編の内容理解と意見を問う問題（ハンドアウト
形式）
・e-learningの追加課題

Interactive English
・TEDのプレゼン１回分の内容理解と意見を問う問題
・授業で行うプレゼンの準備
・各自のペースで進めるExtensive Reading

Career English
（外部テスト対策科目）
TOEICの模擬テスト１回分（200問/2時間）を解き、各自
の現時点でのスコアを把握した後、担当教員にメール
で報告する。
その後、
次の授業で行われる復習 テストに
備えて、同じ模擬テスト（全パート）の重要事項（語彙・
文法・表現等）をすべて理解し、覚えるべきことを覚え

シラバス例

る。

※授業では、毎回、集中的な学習を要する実戦形式の模擬テストを行い、短期間で最大限のスコアアップを目指す。

■ 反転授業を導入し、毎授業でテスト
学習の主体は学生であり、授業（教員）の役割は、学習の方向性提示、成果確認、持続のためのサポートであることを徹底してい
ます。毎授業で、課題内容に関する学生からの質問を受けた後、課題の確実な遂行と内容理解を確認するテストを行います。そ
の後、補足説明や内容に関する意見交換等を英語で行います。
（Career Englishのみ日本語も使用）

■ 長期休暇も休まない
入学からの２年間で，技術者・研究者の基盤となる英語能力を習得するには、１年の３分の１を占める長期休暇も休んではい
られません。推薦図書の提示、リスニング・スピーキング学習サイトの利用推奨、e-learning、Extensive Reading/Writing等の
課題により、長期休暇中も４技能の持続的な訓練を進めています。

夏季休暇課題

■ 定期的な上達度評価
入学時と前期・後期終了時にはTOEIC IPテスト（団体実施）を、１年次終了時には本学が独
自に開発したコンピュータ方式(CBT)スピーキングテストを実施するため、学生には自ら

の目標を目指して集中的かつ継続的に学習を進めることが求められます。スコアは学生
自身が上達度を客観的に評価するとともに、プログラムの成果を検証する資料としても
利用しています。

学生はなぜ、highly demanding program に立ち向かうのか？
■ 徹底した意識教育
英語を教えるのではなく､賢明な英語学習者を育てることを目標に､入学時のオリエン
テーションや導入科目「工芸科学基礎」等において、世界の英語使用の実態（超中心性と
問題点）､リンガフランカ（共通語）として英語を学ぶ心構え､キャリア形成における英
語の重要性､第二言語習得のメカニズム（インプットやインタラクションの重要性）等
への理解を深めています。授業においても､学生のメタ認知能力や英語使用拡大の社会
的意義､自己との関わりに関する意識向上を図っています。

■ 課題・テストの効果的配列
「大量に読んで聴く」ことに主眼を置く科目の課題やテストは、
インプットのtop-down processing（「意味」に注意を払う言語

処理）を促す問題を、
「英語は英語で理解できる」という実感が
得 ら れ る よ う に 配 列 し て い ま す 。最 低 限 に 抑 え て い る

bottom-up processing
（文法、
語り等の
「言語形式」
への注意を促
す）
活動も、
できるかぎり英語で行います。
※外部テスト対策を目的とするCareer Englishでは、課題に取
り組んだ成果がそのまま翌週のテストに反映されます（テスト
の所要時間は30-50分）。

■ 継続的な学習状況の管理
各学生に月別の「スタディーレコード」を配布し､４技能や語

課題ハンドアウト配列例

彙・文法等の学習に費やした時間を毎日記録し､毎月末に提出
することを求めています。
「スタディーレコード」には､各技能

の学習時間の累計を示す棒グラフがあり､学生は随時，各自の

学習状況や技能ごとの学習時間の偏りを確認できます。教員も

各学生の学習時間の推移やクラスごとの平均学習時間を把握
把握
でき､指導に役立たています。

スタディーレコード集計表

■課題・テスト・学習記録への迅速丁寧な対応
教員は毎週､膨大な量の課題・テストの採点を､月末にはスタ

ディーレコードの確認をすることになりますが､「温かいフィー
ドバックを速攻で」を合言葉に､翌週の授業で必ず返却していま

す。その際には､各学生の努力や上達を讃え､問題点を指摘する
コメント（個人的な激励）を添えています。

スタディーレコードへのフィードバック例

■「TOEICスコア分析管理システム」の活用
学生の成績等を管理する総合型ポートフォリオシステム内
に「TOEICスコア分析管理システム」を構築して､全学生の
TOEICスコアをデータベース化しています。各学生は､学生
ポータルの「TOEICスコア取得状況閲覧機能」を使って､自分

京都工芸繊維大学
ウェブサイト

のTOEICスコアの推移や所属課程内の順位､全学・課程のスコ

学務課

ア分布を確認できます。各学生が自らの英語力を客観的かつ
相対的に把握することにより､過去の学修状況を振り返り､
充実した学習計画を立てられます。また､英語教員を含む大
学の関係スタッフは､各種の検索機能を用いて､全学､各課程
､個々の学生の学習成果を時系列で確認できます。

TOEICスコアの推移

■ 学内の雰囲気醸成
プレゼン､工学英語､TOEIC指導などの専門家を
招いたセミナー､海外研修や外部テストによる
単位認定制度､e-learning､ Extensive Reading

等を有機的に統合した「KIT英語学習サポート

システム」によって個々の学生の自学自習を支

援するとともに､各行事の内容や成果を英語科
HP・SGU通信・全学向けメール等で積極的に広

所属課程内の順位､全学・課程のスコア分布

「英語鍛え上げプログラム」実施中！

◆グローバル化が進む今日，英語ができる or できないによって，進学や就職などみなさんの進路が大きく左右されます。

1. 本学の博士前期（修士）課程の入学試験では，多くの専攻で「外国語（英語）」の筆記試験に代えて TOEIC スコアを採用しています。
2. 多くの企業が，TOEIC スコアを採用・昇進要件や選考の参考にしています。
採用要件

900 以上
860 以上
850 以上
800 以上
750 以上
730 以上
700 以上

昇進要件

パナソニック（国際広報担当）
野村ホールディングス（グローバル型社員）
NTT コミュニケーションズ
住友不動産，野村不動産

日立製作所（経営幹部），KDDI（事務・技術職の配属、異動），サイバーエージェント（海外部門）
楽天（上級管理職・部長級）

ソフトバンク，武田薬品

日本 IBM（次長）

NTT 東日本，ファーストリテイリング

シャープ（課長職），ファーストリテイリング（本部管理職）

三菱電機，ヤマト運輸，ブリジストン

キリンビール（事務・技術職の配属、異動），楽天（課長級）

東京電力，三菱自動車（事務職）
650 以上

アサヒビール，シチズンホールディングス 日立製作所（課長），ソニー（係長級・課長級），ブリヂストン（開発企画職上級），楽天（係長級）

600 以上

出光興産，王子製紙，大正製薬

住友林業（係長），マツダ（課長職），トヨタ自動車（係長），日本 IBM（課長）

大和ハウス工業，ニトリホールディングス

富士通（エンジニア・事業企画担当），NEC（全社員），富士通（入社 2 年目社員）

佐川グローバルロジスティクス

報することにより､「 英語は重要」
「 勉強せね
ば！」という雰囲気を学内に醸成しています。

日立製作所（総合職 2 年目社員），横浜ゴム（全社員），日本ビクター（全社員），楽天（一般職全社員）

（http://uguisu.skr.jp/toeic/hope̲level.html より抜粋）

SGU通信

教員はなぜ、highly demanding program を維持できるのか ?
■ 専任教員の連携による授業運営のシステム化
学生にとってシンドイ授業は教員にとってもシンドイものです。毎回の授業のために行う課題用ハンドアウトやテスト
の作成・採点には膨大な時間と労力を要します。各教員にかかるこのような負担を極力抑えるために、専任教員が連携し
てハンドアウトやテストの作成を行い､独自の補助教材を共有しています。また､必修科目については授業運営をシステ

ム化する（教科書や授業内容、課題やテストの実施順などをを統一する）ことにより､非常勤講師の負担軽減を図りなが
ら、クラスを横断した授業の均質化を図っています。

■ 優秀なTAの育成と活用
毎週必要となる大量の課題の採点は大学院生のTA（英語圏からの留学生や
学部の授業で卓越した英語能力を習得した学生）に依頼しています。TAに
はそのつど､課題教材の内容理解を求め､問題の趣旨を説明するため､TA自
身の英語学習意欲がさらに高まることも多く､各院生が所属する研究室全
体の英語学習意欲向上にも役立っています。修士は２年､博士は５年とTA
の仕事を続ける院生が多く､英語のできる学生が学年や専門分野を超えて
交流することにより大学全体に好影響を与えています。

「英語鍛え上げプログラム」の成果
学習時間の相対的増加

年間の学習時間が1,000時間を超える学生も！

学生全般の英語学習に関する意識向上

TOEIC受験者・単位認定者､海外研修参加希望者､英語関連の各種セミナー参加者等の増加

TOEICスコアの上昇

課程によっては､大学院進学者の半数以上がスコア800を超える年も！2016年度入学生の入学時のTOEICスコア平均
（492.6）
が､9月末には521.7に上昇。
1年次生受験者609名のうち113名(18.6%)が630を､33名(5.4%)が730を突破しました。

「学生授業評価アンケート」
より
死ぬほど勉強させられました。一生のうちに自分
が英語をここまで勉強するなんて絶対思えなかっ
たので､この授業にあたって本当によかったです。

最初は毎回の宿題とテストが嫌で仕
方なかったが､しんどいながらもがん
ばっていたら､英語ニュースが聞き取
りやすくなって感動した。しんどかっ
たけど､やる価値あり！

とりあえず授業をこなしているという感じでは
なく､私たちに英語を使えるようになってほしい
という気持ちで教えてくださるのが伝わりまし
た。一年間通して力が本当についたと思います。

TOEICを受験しましたが､以前と違
い､問題に食らいつけるようになり
ました。成長できたと思います。

授業時間を有効に使っていたので､集中力を欠
くことなく臨めました。先生の私たちに対する
「頑張って！」という熱意がとても伝わってき
て嬉しかったし､私も頑張ろうと思えました。

大変だったけど､毎週やりきった後はすごく達成感があった。
この
授業を受けていなかったら､英語をここまで真剣にやらなかった
と思うし､ここまで聞き取れるようになっていなかったと思う。

ハイレベルで情け容赦なかったので､怠けることなく最後
まで全力で取り組めた。

毎週の「鬼畜な」課題や宿題ありがとう
ございました。しっかり英語力がついた
気がします。

今 後の課題
＜他科目 (主に専門科目) との両立に苦しむ学生への配慮＞

学生の希望に応じて時期や手段を選べるサポート体制を充実させる。

＜アウトプットやインターアクションを増やす工夫＞

「TOEICは900以上、 スピーキングは英検３級レベル」を自認する学生もいるなど、リーディング・リスニング能力と外部テス
トのスコアは伸びたが、スピーキング能力の伸びは遅れがちとなっている。

＜専任教員の負担軽減＞

教員の手間を惜しまない職人的な仕事がプログラムを支えているが、今後教員の負担軽減のために、授業運営に関わる各種

作業の体系化やICT活用をさらに進める必要がある。
＜非常勤講師との連携強化＞

英語関連クラスの60％以上を担当する非常勤講師とより綿密な情報交換をすることにより、理念の共有や指導法の向上を図

る必要がある。
＜入試・院試の改革＞

発信力と４技能の均衡育成を図るために、
スピーキングおよびライティングテストを導入する必要がある。

