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ABSTRACT 

      A practical experiment as a trial to use an English textbook for an engineering subject was carried out on a 
class in the Dept. of Electrical Engineering at Kobe City College of Technology in order to maximize the 
educational synergy to develop engineering capabilities by learning both of the engineering knowledge and 
English expressions at the same time.  The practical experiment was conducted on the basic digital circuit subject 
for the 2nd year class, as that knowledge will be used pervasively on the course of further engineering subjects 
learning and laboratory works.  The author carefully designed some materials to help students to learn the subject 
knowledge, and monitored the students’ feedback.  Findings include the fact that the motivation was affected by 
external stipulation as well as their own senses of accomplishments.  Some materials were considered useful to 
be used with an English textbook for engineering subject. 
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1. はじめに 
	 近年，改めて国内を基軸としたものづくり立社を方

針として掲げる企業が増えているが，研究開発面での

海外企業や大学との共同研究だけでなく，直接の商品

に係る設計製造面，知財ライセンス，新たなユーザエ

クスペリエンスに繋がるソリューション開発や規格化

においても海外企業との恊働が不可欠になっている．

特に国内での設計製造であっても要素技術やモジュー

ルを海外企業との共同開発で調達したり，製造は国内

のマザー工場で立ち上げた後に海外工場へ移管する等

のハイブリッド化が進んでおり，次代を担う技術者に

も国際共同開発をリードし得る資質が望まれている．

高専の役割は，若年からの技術者教育により次代を担

う技術者を養成することにあるが，従来から注力され

てきた専門知識（座学）と実験・実習を通じた実技の

シナジーを活かした教育に加え，若年から専門知識を

国際共同開発の現場で通用する英語で学ぶことにより，

専門学習と英語学習のシナジーを活かすことで効果的 
な国際技術者教育を目指した取り組みが活発に行われ

ている．
(1) 
専門技術を英語で学習するためには，教科

書を英語で書かれた世界的に幅広く用いられているも

のとすることと，さらに外国人専門科目教員により授

業も英語で行う取り組みが行われているが，英語力自 
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体が学習途上にある若年から専門学習と英語学習のシ

ナジーを活かした教育を目指すには，英語の教科書を

用いた日本語による授業が適すると考え，実践実験を

行った結果について報告する． 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
2. 実践実験内容 
2.1. 対象学年・対象教科 
	 若年から取り組むことによるシナジー効果の観点で

は実験・実習と同様に低学年からの取り組みが望まし

いが，専門教科の英文教科書を読み進むためには最低

限の専門基礎を身につけていることと，基礎的な英文

のリーディングに抵抗感無く取り組めるレベルである

ことが望ましい．本校電気工学科においては，最低限

の専門基礎に相当する内容を１年生の基礎電気工学で

身につけているため対象学年は２年生とし，さらに出

来るだけ前提となる知識が少なく，その教科の学習内

容だけで理解が確立しやすいこと，身近な外来語とし

て既に身につけている概念とのシナジー効果も期待し

てデジタル回路の基礎を学ぶ論理回路工学を対象教科

とした．この教科で学ぶデジタル回路は基本ゲート素

子である AND･OR･NOT 等も含めカタカナのまま理
解されている部分が多く，また応用分野も電卓やデジ

タルカメラ等の身近なデジタル製品であるため親しみ

やすい点も英文教科書を読み進む上でプラスと考えて

選択した．また身につけた専門知識は２年生後期の実
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験でトランジスタの英文データシートを読んだり，３

年生の計算機工学でマイコンの英文インストラクショ

ンを読むのにも役立てることが出来る． 
2.2. 英文教科書の選定 
	 英文教科書は，(1)米国をはじめ世界で幅広く読まれ
ていること，(2)出来るだけ予備知識を前提とせずに基
礎から詳しく解説されていること，(3)重要なポイント
は図や表を効果的に用いた直感的な把握が可能である

こと，(4)解答付きで自習可能な演習問題が豊富である
こと，(5)価格が手頃であることの 5条件を満たすもの
として，米国McGraw-Hill社 Schaum's Outlineシリーズ
の“Digital Principles, 3rd edition”（US$18.95）を選定し
た．特に条件(3)としたポイントの図解は，後に述べる
要点プリントでも活かすために重視した．また，自習

可能な演習問題が豊富であることの重要性は教科によ

らないことであるが，特に英語での学習となる本教科

においては，長文の読解に苦手意識を持つ学生であっ

ても取り組みやすい演習問題の豊富さも重視した．選

定した教科書はほとんどのページで半分近く図や表を

用いた説明がなされており，また演習問題も 350 ペー
ジの教科書に 700 問以上が掲載されており本実践研究
の目的に適するものと判断した． 
2.3. 授業準備 
	 本実践実験（授業）の開始にあたり，下記のマテリ

アルを日本語で準備し学生に配布することとしたので，

その狙いと内容について説明する． 
[1] 授業計画表  
	 学生が予め毎週の授業で学ぶべきトピックと，それ

らが説明されている教科書のページを確認して予習が

出来ること，さらに対応する演習問題を明確化するこ

とで復習が出来ることを狙いとして，シラバスの授業

計画を発展させた内容とした．図１に示すように，シ

ラバスに定めた学習テーマ(Theme)を英語で提供する
だけでなく，学習目標(Objectives)は可能な限り細分化
したトピックとして記載し，各トピックには第 1 週
(Week1)で学ぶ 1),2)から第 30週(Week30)で学ぶ 41),42)
までの連番を付与し，それらに対応した教科書のペー

ジ (Text book assignment) と 演 習 問 題 (Problem 
assignment)を明示した． 
[2] 新出英単語一覧表  
	 英語学習のみを目的とした読解では辞書を引く手間

を惜しんではならないが，本授業では技術内容を説明

し理解するためのツールとして英語を用いることによ

る英語学習とのシナジー効果は狙いとするものの，第

一目的は専門知識の取得であり，少しでも少ない負担

で英文を読み進められるように各週毎の新出英単語を

一覧表として提供した．図２に示すように，各週毎に

ページ，セッション別に新出英単語の和訳および必要

に応じて技術的なコメントを記載した．英単語は全て

の専門用語を網羅しただけでなく，digital⇒デジタル，
bit⇒ビットのように外来語として日常広く使われてい
る単語や，mean⇒意味する，add⇒加える，足す，の
ような中学レベルの英単語も可能な限り記載し，英文

を独力で読み進む負担を減らすことを狙いとした． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２	 新出英単語一覧表の例（第 1週の例） 
 
[3] 要点プリント  
	 英文教科書で図や表を用いて説明された要点ポイン

トを日本語で解説したプリントを作成し，毎週の授業

後に配布した．このプリントの狙いの一つは英語が苦

 

 
図１	 授業計画表の例（第 1週の例） 
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手で予習も不足し，授業中の説明だけでは十分な理解

が得られなかった学生が復習しやすいようにと言うも

のであるが，国際技術者として専門技術を英語で身に

つけるという専門技術習得面の目的だけでなく，英語

学習とのシナジー効果を強化するためには，専門技術

内容を英語と日本語の両方で理解することによる互い

のフック効果も重要と考えて準備したものである． 
2.4. 授業の形式 
	 授業は上記の[1]授業計画表と[2]新出英単語一覧表
を期初に配布し，毎週の予習を促した上で実施した．

具体的には毎週の授業では教員が教科書の英文を一文

一文，構文と主要な英単語の意味を解説しながら読み

進み，黒板に図や表や式を記載しながら日本語で専門

技術内容を解説した．主要な演習問題は問題文の英文

を本文同様に構文と主要な英単語の意味を解説した後

に各自で取り組み，解答の解説も行った．[3]要点プリ
ントは，出来るだけ日本語に頼らず教科書の英文を読

み進む姿勢を養うため，原則として毎週の授業を終え

たトピックのものを配布した． 
2.5. 外部刺激の活用 
	 本授業を通じて全ての学生が国際技術者に必要とさ

れるデジタル回路の基礎を英語で身につけられるよう

に前記のマテリアルも含め授業準備には万全を期した

が，如何に専門学習と英語学習のシナジーを活かした

学習が効果的であることを述べても学生にとっては負

担増であり，モチベーションを向上させるためには実

際の企業社会での海外技術者との協働の中でデジタル

回路技術がどのように英語で語られるかを授業の中で

紹介することを心がけた他，より直接的な英語での協

働体験を外部刺激として提供することを目的に，2011
年 7 月 8 日の第 12 週の授業を外務省 JENESYS	 
(Japan-East Asia Network of Exchange for Students and 
Youths)プログラム(2)

で来校したインドネシア理系高校

生との協働授業とした
(3)
．本校学生には第 12週授業時

のみ予め要点プリント配布し，日本語でも予習を行っ

た上で，当日の授業は全て英語で行い，演習問題もイ

ンドネシア理系高校生と本校電気工学科２年生がペア

を組んで協働で取り組み，解答も黒板を使ってペアで

英語で説明した．昼食もペアでディスカッションを続

けながら取ることで海外協働体験を外部刺激としたモ

チベーション向上に役立てることを狙いとした． 
 
3. 実践実験結果 
3.1. 授業要素の有用性・有効性評価 
	 教科書や前記の授業準備として作成したマテリアル

も含め本教科に係る各授業要素の有用性・有効性を評

価する目的で，前期定期試験後の 2011 年 10 月に電気
工学科２年生全員を対象にアンケート調査を行った．

各要素に対して 5 段階のリッカートスケール（大変に
役に立ったを 5，普通を 3，無価値を 1）で回答を得た

平均スコアを図３に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３	 各授業要素の有用性・有効性アンケート結果 

 
	 教科書そのものの価値（有用性・有効性）はほぼ普

通との評価である一方，各自の予習に役立つ授業計画

表，さらに教科書を読み進むのに役立つ英単語一覧表

は価値が高いと受け止められており，実際に予習や復

習に役立てている様子が伺われた．授業での板書や説

明は理解を深めてもらうために毎回しっかりと行って

いるが，評価としてはやや価値がある程度に留まって

おり，英文教科書の説明としては必ずしも十分と受け

止められていない様子が伺われた．他方，毎回の授業

後に配布した日本語で重要トピックを解説した要点プ

リントは大変に価値が高いとの評価であり，授業中は

英文教科書を読み進むものの，復習は日本語の解説で

確認したいと考える学生がほとんどである実態が表れ

ている．また授業での問題演習は，問題文も解答解説

も英語であるが有用であるとの評価であった． 
3.2. 授業進行・外部刺激に伴うモチベーション
変化 
	 本授業開始前の 2011年 3月から，4月の授業開始後
の授業進行に伴う本教科の学習に対するモチベーショ

ンと英語学習に対するモチベーション変化を評価する

目的で，電気工学科２年生全員を対象にアンケート調

査を行った．5 段階のリッカートスケール（大変モチ
ベーションが高いを 5，どちらとも言えないを 3，大
変モチベーションが低いを 1）で回答を得た平均スコ
アを図４に示す． 
	 本教科の学習に対するモチベーションは，授業開始

前は平均スコアで 3 を下回っており否定的回答の方が
多かったことを表している．これが授業開始後に向上

しているのは，前述のように実際の企業社会での海外

技術者との協働の中でデジタル回路技術がどのように

英語で語られるかを授業の中で紹介したことと，加え

て専門技術を英語で学ぶメリットや英語学習と併せた

トータルのシナジー効果を強調したためと考えられる．

さらに中間試験後に若干向上しているが，これは英文

教科書であっても問題演習を通じて十分に問題解答力

1 2 3 4 5

教科書

授業計画表

英単語一覧表

授業での説明

授業での板書

要点プリント

授業での問題演習

Ave .	   5 -‐ po int 	   L ike r t 	   S c ore
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がついていることを中間試験で実感できたことも寄与

しているものと考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４	 本授業開始後のモチベーションの変化 
 
	 特筆すべきは外部刺激として 2011 年 7 月 8 日の第
12週の授業を海外理系高校生との協働授業とした後で
あり，顕著なモチベーションの向上が平均スコアの上

昇として認められた．夏季休暇後，前期定期試験後は

顕著な向上の反動で若干の低下が認められるが，前期

定期試験後も中間試験後以上の高いモチベーションが

維持できており，トータルとして本授業の進行により

学生のモチベーションを高められていることが確認で

きた． 
	 併せて，英語そのものの学習に対するモチベーショ

ンも同様にアンケートで評価した．英語そのものの学

習については本授業開始後も開始前と大きな変化は見

られず，中間試験後までは 2.5～2.6 程度とモチベーシ
ョンが低いことがわかる．これは全国の高専で高専学

生の英語力が普通高校生や大学生と比較して劣ること

が報告されている
(4)
ことと整合するが，特筆すべきは

英語そのものの学習に対するモチベーションも海外理

系高校生との協働授業後に向上が認められ，前期定期

試験後もほぼニュートラルを維持できており，海外理

系高校生との協働授業も含めトータルとして本授業の

進行により学生の英語学習に対するモチベーションも

高められていることが確認できた． 
3.3. 本教科学習モチベーションと成績の関係 
	 本教科の学習に対するモチベーションと成績との関

係を調べるため，前期定期試験後の本教科の学習に対

するモチベーションとして前記リッカートスコアで３，

４，５と回答した学生の本教科および英語成績の平均

点を図５に示す．リッカートスコアで２，１とした学

生は 3名，2名と少なかったため除外した． 
	 本教科の学習に対するモチベーションが高い学生ほ

ど本教科成績が高い相関性が認められ，モチベーショ

ンが高いが故に良い成績が得られるのか，良い成績を

得た達成感がモチベーションに繋がっているのかは定

かではないが，前記の学部刺激による顕著なモチベー

ション向上と併せて，成績という自己達成感もモチベ

ーション向上と密接に係わっているものと考えられ

る． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５	 本教科学習モチベーションと成績の関係 

 
	 一方，英語の成績に関しては，リッカートスケール

で４とした学生と５とした学生でほとんど差が無く，

必ずしも英語成績の良いものが本教科学習のモチベー

ションが高くなる相関は顕著では無いものと考えられ

る． 
 
4. まとめ 
	 若年からの専門教育と実験・実習のシナジーにより

効果的な技術者教育を実現している高専において，英

語による専門技術教育においても若年から取り組むこ

とによる専門学習と英語学習のシナジーを活かして，

次代を担う国際技術者教育を実現することを目的に，

専門教科に英文教科書を導入する実践実験を行った． 
	 学年は出来るだけ低学年から導入することによるシ

ナジー効果の最大化と，専門知識･英語力両面での最

低限の準備面を鑑み 2 年生での導入とし，教科は身近
に興味を持ちやすく他の専門教科や実験･実習でも応

用機会が多いデジタル回路の基礎を学ぶ論理回路工学

とした． 
	 英語に苦手意識を持つ学生であっても予習･復習が

行いやすく，問題演習を通じて問題解答力を身につけ

られるように図解や解答付き演習問題の豊富な英文教

科書を選定しただけでなく，独自の学習支援教材とし

て，[1]授業計画表，[2]新出英単語一覧表，[3]要点プリ
ントを作成した．アンケート結果からは授業計画表，

新出英単語一覧表を利用して予習復習が行われている

様子が伺われ，特に要点プリントを用いて日本語の解

説で復習を行うことの有用性が明確化された．また授

業の進行とともに本教科の学習に対するモチベーショ

ンが向上し，特に海外理系高校生との協働授業後に顕

1 2 3 4 5

授業開始前(2 011 / 3 )

授業開始後(2 011 / 4 )

中間試験後(2 011 / 6 )
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著な向上が認められた．学習モチベーションの向上に

は良い成績を得ることによる自己達成感も重要な役割

を果たしていることが伺われたが，海外理系高校生と

の協働等の外部刺激も顕著な役割を担うことが確認で

きた． 
	 本実践実験で取り組んだ 2011 年度前期の本教科の
成績を昨年度（2010 年度）日本語の教科書(5)

を用いた

授業での前期成績と比べると，シラバス内容も試験問

題のレベルも全く同じ条件であるにもかかわらず，昨

年度がクラス全体の全教科平均 72.1点に対して本教科
の平均 75.1点（欠点 5名），本年度が全教科平均 75.9
点に対して本教科の平均 83.6点（欠点 2名）であり大
幅な向上が認められた．対象クラスが異なり全教科平

均も 4 点近く高くなっているため，平均点の比較のみ
で本年度の取り組みが優れていると断定出来るもので

はないが，英文教科書を用いているにもかかわらず欠

点学生数が減っていることは，海外学生との協働を通

じた外部刺激によるモチベーション向上と，要点プリ

ント等により英語に苦手意識を持つ学生にも配慮した

今回の授業準備が有効であることを示唆する結果と考

えられる． 
	 また，11 月に実施された 2011 年度秋期工業英検 4
級試験においては，本授業実施クラスから受験した 7
名全員が合格し，英語学習に対するモチベーション向

上にも効果があらわれているものと考えられる． 
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