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英単語の効果的な学習方法について 

	

　	

フォニックスを利用した英単語学習方法	

	 

・フォニックスとは綴りと発音の規則、またはその規則を利用して英単語を読む方法	 

　のことである。	 

・フォニックスを利用して英単語を学習・記憶することにより、英単語の綴りミスが	 

　なくなる、正しい発音を身につけることができる、リスニング能力が向上するなど	 

　の効果がある。	 

	 

	 

発音記号の習得方法	

	 

・英単語を覚えるときには、その正しい発音を覚えることが重要である。	 

・フォニックスによる英単語の読み方は例外も多いため、英単語の正しい発音は、辞	 

　書等に表示されている発音記号で確認する必要がある。	 

・発音記号は難しそうに見えるが、いくつかのポイントを押さえることにより簡単に	 

　発音記号及び正しい発音を覚えることができるようになる。	 

	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 フォニックス，工業英語	

・英語教育	
・ドイツ文学	
・水泳指導法	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	

氏名：荒木　英彦　（あらき　ひでひこ）	
所属：人文学系	
Mail ：　　ａｒａｋｉ 　 h.kisarazu.ac.jp	
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効果的な英語教育	

 「効果的な英語教育の実現」を目指し，主に
コンピュータを活用した外国語学習である
CALL（Computer-Assisted Language 
Learning）に注目しています。その中でも特に，
①効果的な英語指導理論である「三ラウンド・
システム（3 Step System）」の実践・研究，
②コンピュータを利用した英語語彙分析の２つ
のテーマを中心に研究を行っています。	 

	 「三ラウンド・システム（3 Step System）」
とは，千葉大学で開発された英語指導理論であ
り，「古典的学習理論」，「オペラント学習理
論」，それに「認知理論」の知見，さらには
「分散学習」の考え方を，「システム科学」の
考え方の導入により，ひとつのシステムにまと
めたものです。「三ラウンド・システム」の骨
格は右図に示すようなものであり，伝統的な英
語学習方法とは多くの点で異なりますが，英語
によるコミュニケーション能力の向上に高い効
果があることが実証されています。	 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 英語教育，CALL，三ラウンド・システム（3 Step System）	

・CALL (Computer Assisted Language Learning) 
・英語語彙分析	

・英語教育	

氏名：岩崎　洋一　（いわさき　よういち）	
所属：人文学系	
Mail ：ｉｗａｓａｋｉ     ｈ．ｋｉｓａｒａｚｕ．ａｃ．ｊｐ．	

　コンピュータを利用した英語語彙分析については，	 Linux上で動作するシェルスクリプトを使い，テ
キストの集積であるコーパスを分析するためのプログラム（英語語彙リスト作成プログラム，英語語彙統計
量算出プログラム，英語教材作成支援プログラム等）を作成しています。そして，これらのプログラムを活
用し，様々なジャンルで使用される英語語彙の分析やその結果を基にした英語学習教材の作成を行って
います。	 

     第1ラウンド　　	 　	 第2ラウンド　	 　	 　	 第3ラウン
ド	 
	 	 	 	 	 	 	 【目標】                  【目標】                   【目標】 
  大まかな理解　　	 正確，詳細な理解	 　	 	 話者の意図，	 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　	 	 結論などの理解	 
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松美佐雄『教室童話学』の実践と普及に関する研究	

主な研究分野	

技術相談分野	

主な装置	

キーワード	 口演童話，松美佐雄	 

・日本近代文学	 
・口演童話学	 

・木更津市や千葉県ゆかりの文学・作家に関する相談	 
・松美佐雄の口演童話の理論と実践に関する相談	 

特になし	 

氏名：大貫　俊彦　（おおぬき　としひこ） 
所属：人文学系	
Mail ：　　onuki     h.kisarazu.ac.jp	

・研究の概要　　	 
　　木更津高専の教育力、および研究力を地域に還元し、教育・研究における連携を高

めるため、千葉県ゆかりの作家松美佐雄とその教育実践である『教室童話学』の研

究と実践に取り組んでいる。	 

	 

・研究の⽬目的
　 　 千葉県木更津市・富津市ゆかりの口演童話作家、松美佐雄（まつみ・すけお）が

提唱した「教室童話学」について、彼が唱えた「お話は太陽である」という理念
に基づきながら現代の学校教育・家庭教育に応用することを試みる。	 

　 　 「教室童話学」が提唱するさまざまな読み聞かせの方法（話者の話し方や子供た
ちの気分、服装、雰囲気作り）は、国語教育という枠組みを大きく超えて、今私

たちが社会のなかで見失いつつある「共有の場がもつ有機的なコミュニティ」を
取り戻すための大きなきっかけとなる可能性を秘めている。 

 
　　　◆松美佐雄（まつみすけお）一八七九～一九六二（明12～昭37）　口演童 
　　　話家。本名戸塚峻。群馬県に生まれる。時事新報社の「少女」の編集者を 
　　　経て、一九一八年から口演童話家となり、機関誌「話方研究」（一九二五 
　　　～四一）を出して口演童話の普及に努めた。著書に童話集『芦笛の唄』（ 
　　　二三）、『教室童話学・初篇』（二七）。『愛らしき幼児お話集』（二九） 
　　　などがある。 
　　　※『児童文学辞典』（東京書籍、昭和六三年四月）から摘記。 
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研究概要

@

ドライサー文学の研究

主な研究分野

技術相談分野

装置一覧

キーワード ドライサー、短編小説、アメリカ自然主義文学

・アメリカ自然主義文学
・シェイクスピア文学等の批評

・特になし

・特になし

氏名：小澤

 

健志（おざわ

 

けんじ）
所属：人文学系
Mail ：ozawa

 

h.kisarazu.ac.jp

セオドア・ドライサー(Theodore Dreiser, 1871-1945) は『シスター・キャリー』

 

(1900年)や『アメリカの悲劇』(1925年)等の長編で知られるアメリカの自然主義作家

 

である。彼は、19世紀末から20世紀初頭の半世紀ほどに渡り、アメリカ社会と人間

 

に関する詳細な観察を続け、その結果は、長編小説・短編小説・エッセイー等の極

 

めて多くの作品において示されている。

彼の描写は、写実的であろうとするあまり、文学作品としては冗長に陥ってしま

 

う傾向がある。しかし、新聞記者だった経験もあり、人物のみならず、背景につい

 

ても精密に描き込むことから、ドライサーの作品は「社会的記録」の側面も併せ持

 

つと言われる。

このような特質から、ドライサーは特に長編小説において本領を発揮したとされ

 

るが、本研究においては、短編小説等を対象とする。それは、彼の主張が、短編小

 

説等では、より凝縮されているであろうと期待してのことである。現在の視点から

 

100年ほど前の彼の作品を読み直し、普遍的な事象を捉えたいと考えている。

なお、これまで「過ぎ去りし日々」(“The Old Neighborhood”)、「自由」(“Free”)、

「ロゴーム老人とその娘テレサ」(“Old Rogaum

 

and His Theresa”) の３編の検証を

 

行ってきている。
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日本近代文芸を中心とした文化・思想（史）研究	

　現在はおもに小川未明・北原白秋を対象とした明治期の〈新浪漫主義〉なら
びに大正期の〈童謡運動〉の研究と坂口安吾を対象とした昭和前期から戦後に
かけての〈無頼派文学〉の研究に取り組んでいる。 
　研究の様式としては、編集工学を応用したテクスト論の立場をとり、文
芸テクストを同時代の文化や社会背景のなかで捉えなおし、時には外国文
学との影響関係を探る比較文学的な方法も援用して、可能な限り幅広い視
野でテクストの解釈を試みるよう実践している。 
　近年は各出版社によって電子書籍の開発が急速に進められているので、
今後はメディア論・読者論を標榜しつつ、読書の“アフォーダンス” につい
ても追究したい。また協力者が得られれば、JPIC読書アドバイザーの資格
を利用し、実社会的な読書コミュニティーの構築なども目指したい。 
	

	

	

	

	

	
共著した書籍の一例	

	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 新浪漫主義，童謡運動，無頼派，編集工学，アフォーダンス，読書コミュニティー	

・日本近代文学	
・編集工学	

・地元文学者の調査と研究	
・地域誌のための取材と編集	
・読書教育のための教材開発とアドバイス	

なし	

氏名：加藤　達彦（かとう　たつひこ）	
所属：人文学系	
Mail ：      kato    h.kisarazu.ac.jp	
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研究概要 

@

脳神経倫理学・古代日本思想研究 

主な研究分野 

技術相談分野 

装置一覧 

キーワード 倫理学、脳神経倫理学、日本思想 

・脳神経倫理学 

・古代日本思想 

・倫理問題に関する相談 

・特になし 

氏名：小谷 俊博 （こたに としひろ） 

所属：人文学系 
Mail ：  kotani   h.kisarazu.ac.jp  

■近年急速に発展してきた脳神経科学の知見をもとに、道徳判断・推論・共感
能力の脳神経における基盤が明らかにされつつある。倫理学的な観点から、こ
れらの知見を整理・検討しつつ、より客観的な基礎をもつ道徳理論を構築するこ
とを目的とする。たとえば、vmPFCといった脳部位や、オキシトシンなどのホルモ
ンは、道徳行為の遂行や他者ケアの基盤となっていることが明らかになっている。
これらの知見の蓄積をもとに、私たちが共有していると考えられる「道徳」をどの
ように捉えることができるか、またその改訂可能性について検討している。 
 

■古代日本の思想状況を検討するために、『萬葉集』の歌を取り上げ、そこで表
現された万葉歌人たちの思想を検討する。当代の知識人を代表する万葉人たち
は、当時大陸から到来した最先端の知識を学び、儒教・仏教・道教の教えに触
れつつ、それぞれ独自の思想を切り開いていった。たとえば歌人の一人、大伴
旅人は妻を失った悲しみから、仏教的諦念を否定し、現生の価値を肯定・追及し
ていった。一方、旅人の友人であった山上憶良は、病・貧困・死といった生の苦し
みを、さまざまな教えに依拠しつつ歌い上げ、それでもなお捨てきれない子への
愛、それゆえの生への執着を歌い上げた。彼らの思想を、特に死生観を中心と
して検討していくことで、生の意味を問いなおす倫理思想の可能性を探求する。 
 

■上述の二つの研究は、自然主義的な道徳探究の二つの極を示している。自
然科学的観点の追及が、生の意義の探求とどのように結びつくかという問題も２
つのアプローチからの研究と合わせて検討している。 
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疾走フォームの指導法の開発	

　1991年、東京世界陸上において、
世界一流スプリンターの疾走動作
の分析が行われました。その結果、
一般に行われている「もも上げ」
運動の意味を再考すべきであるこ
と、足関節を固定し脚全体のスイ
ング速度を高めることが重要であ
ることが示唆されました。	 

　しかし、学校体育における陸上
競技の指導現場では、未だに「も
もを高く上げなさい」「地面を強
く蹴りなさい」という指導が行わ
れています。これは、「ももを上
げなさい」「地面を強く蹴りなさ
い」という言葉に換わる指導法が
確立されていないことが原因であ
ると考えられます。 
　我々は、これらに換わる指導法
の開発に向けて、実践指導と効果
の検証を繰り返しています。 
 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 陸上競技，スプリント，ハードル，動作分析，速く走るコツ	

・疾走フォームの指導法の開発  
・速く走るコツをどう伝えるか？  
・ハードル走の指導法の開発  

・コーチ学（陸上競技） 
・スポーツバイオメカニクス 

二次元・三次元動作解析システム  
光電管タイム計測システム、映像遅延表示装置	

氏名：坂田 洋満　（さかた ひろみつ）	
所属：人文学系	
Mail ：   sakata     h.kisarazu.ac.jp	

指導前のフォーム	

蹴る意識で走ったフォーム	

蹴らない意識で走ったフォーム	
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総合型地域スポーツクラブの育成	

　地域総合型のスポーツクラブの育成 
　　　 　これまでテニスや水泳などの個的スポーツ種目については地域に多くのクラブがあり、　

それらのスポーツに挑戦したい人々の要求に応えてきた。一方、球技系のスポーツはほと
んどが学校の部活動によって支えられてきた。しかしそこには指導者の資質の問題、部員
数の問題、やりたいスポーツの種目が学校の部活動には無いなど数々の矛盾や問題点

も存在していたのである。近年、学校のみならず企業スポーツも廃部が相次ぎ、これまで
の学校、企業という形でスポーツが支えられてきた時代はある意味で終わりを迎えた。い

まやスポーツ自身が自立しなければならない時代へ移ったのだ。そこにはそのスポーツを
愛する人たちが集う、新しい形がつくられて、スポーツをする人たち自身がそのスポーツを
支えていくことが求められるのだ。地域クラブの育成がまさに求められている。スポーツを

したい人、そして優秀な指導者、さらにはそのスポーツを応援する人、それぞれが地域に
あって理想のかたちをつくれるように、これからのスポーツは進化していく！ 

 
	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 バレーボール　　コーチング　	

・教育方法学、指導論、コーチング 
・バレーボール　	

・体育スポーツ用具に関する技術相談 
・体育施設、スポーツ施設に関する技術相談	

動作解析　ハイスピードカメラ　データ分析ソフト	

氏名：篠村　朋樹　（しのむら　ともき） 
所属：人文学系	
Mail ：sinomura     h.kisarazu.ac.jp	
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ドイツ語国際検定試験（欧州言語共通参照枠対応）について	

　木更津高専では、ドイツ語検定（4級・3級・2級）の他、欧州言語共通参照枠に対応した国際ドイツ語検定試験、
Start DeutschI（A1）、Start DeutschII（A2）、Zertifikat Deutsch(B1)を外部単位として認定している。	

 
2010年度のドイツ語検定試験合格者	

　ドイツ語検定  4級　14名、	

　　　　　　　　  3級　　4名	

 2級　　4名	

 	

　Start DeutschI　　　 34名	

　Start DeutschII　　　　8名	

　Zertifikat Deutsch　　2名	

 	

　これらのドイツ外部試験に向けて、木更津高専では、放課後の学習会の他、毎年Start Deutsch試験用の公開
講座を実施している（4日間16時間）。	

 	

　ドイツ外務省のドイツ語プロジェクトPASCHプログラムの認定校である木更津高専からは、ドイツ政府の奨学金

を得て、2009年度には12名、2010年度には4名の学生が、3週間のドイツでの青少年コースに4名の学生が参加
した。木更津高専の学生たちの中には、ドイツ滞在の経験を得て、ドイツ留学やドイツ語力のさらなる向上を目指
している者が多くいる。	

 	

　ドイツ語国際検定試験についての情報やドイツの高等教育機関への留学などについて情報を提供することが可
能である。 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 ドイツ語教育　ドイツ語国際検定試験　独検	

・ドイツ語教育	
・西洋思想史	

・ドイツ留学	
・ドイツ語国際検定試験（欧州言語共通参照枠）	

氏名：柴田　育子　（しばた　いくこ）	
所属：人文学系	
Mail ：shibata      h.kisarazu.ac.jp	
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競技種目に応じた最大筋力評価法の提案	

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 筋力トレーニング，最大筋力値	

・運動方法論（柔道）	
・運動生理学	
	

・柔道競技に関する全般的なことがら	
・健康、体力の維持増進に関する全般的なことがら	

フィットネストレーニング器具，運動負荷装置（エルゴメーター，トレッドミル）	

氏名：清野　哲也　（せいの　てつや） 
所属：人文学系	
Mail ：    seino     h.kisarazu.ac.jp	

　ウェイト・トレーニングは、競技力向上を目的として多くの競技種目で積極的に導入されています。
効率的なトレーニング処方を実現するためには、最大筋力を反映する１RM（repetition	 maximum）を把

握し、トレーニング指針を明確に打ち出すことが重要です。	 

　１RMを測定する方法には、直接測定法と、最大下挙上重量から１RM値を推定する間接測定法がありま

す。直接測定は定期的に行われることがあるものの、普段のトレーニングでは一般化された１RM推定式

が多用されています。しかし、全ての競技種目選手に同一の推定式を適用することには問題があります。

例えば、最大下挙上重量と１RM値間の関係は持久系種目と瞬発系種目で異なります。このように、筋力

発揮特性は種目により異なるため、競技種目に適した筋力評価方法、特に柔道競技について研究を進め

ています。	 

　大学男子柔道選手が６RM法トレーニングを行った場合の、６RMと１RMの関係を図１（ベンチプレス）

および図２（ハイクリーン）に示します。このように、競技特性を考慮したトレーニング種目ごとの筋

力評価基準の提案を目指しています。	 
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図1．ベンチプレス挙上重量�
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図2．ハイクリーン挙上重量�
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イギリス農業革命	

　　　　イギリス農業革命は、産業革命の一部門であるとともに、人口を支
え農業技術の発達を促した。イギリスだけでなく、世界経済と歴史
に大きな影響を与える事象であった。イギリスでは、１７世紀に人
口が停滞し食糧需要が低下したことにより、地主や経営者などを
含む農業従事者が農業の苦境を脱するために新作物の導入や土

地の囲い込みなどによる経営改善をはかっていた。これは１８世紀
後半以降に大きく開花し、イギリスの人口が増加し食糧需要が増
すとともに、穀物・畜産物などの生産増加を促した。イギリス東部
や中部での技術改良は特に知られているが、それだけでなく、北
部など至るところで農業生産が拡大していた。増加する耕地や放
牧地の需要に対応するため、囲い込みもそれまでの個人的、断片

的なものから議会法による大規模で全国的なものになった。農業
革命によって工業発展を支える工業人口の食糧が確保でき、都市
が食糧供給に不安なく発展することを可能にし、イギリスの産業革
命は一層発展していったのである。だが農業革命には負の面も少

なくない。囲い込みによりそれまで権利をもっていた土地を奪われ
生活手段を失った人は多くいる。そうした実態の解明も必要であろ
う。 

主な研究分野	

技術相談分野	

装置一覧	

キーワード	 歴史　　経済　	

　イギリス農業革命	
　近代社会の形成と発展 
	

農業の発達	
	

氏名：武長　玄次郎　（たけなが　げんじろう）	
所属：人文学系	
Mail ：takenaga    h.kisarazu.ac.jp	
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語彙学習を促す小学校外国語活動における掲示物	

主な研究分野	

技術相談分野	

主な装置	

キーワード	 英語科教育，小学校外国語活動，教員養成，教室環境，研究法	 

・小学校外国語活動に関わる掲示物	 
・小学校外国語活動を担う教員養成	 

・小学校外国語活動	 
・英語科教育	 

氏名：山本　長紀　（やまもと　たけのり） 
所属：人文学系	
Mail ：yamamoto      h.kisarazu.ac.jp	

　小学校外国語活動における児童の語彙の学習（語彙習得）を促すことを目的とし、ど
のような掲示物を作成し、どのように用いるべきかという問いを中心に研究を行ってい
ます。 
　小学校外国語活動における掲示物に関するこれまでの調査より、次の３つのことが明
らかになっています。 
①語彙学習やアルファベット学習に関する掲示物が外国語活動において多く用いられて

いること 
②掲示物の使用のねらいが、外国語活動を行うための雰囲気作りに留まっていること 
③多様な語彙を児童に提示し教科書に限定されない語彙学習を掲示物は促す可能性があ

ること 
　しかし、その可能性を実現するためには、どのように掲示物を制作し使用するべきな
のかという問に対する実証研究が行われていません。 
　 
 
　そこで、右図に示したように「語彙学習を促
進する掲示物の作成」を目標とした研究を行っ
ています。掲示物における語彙をどのように提

示するのかを模索し、その掲示物を取り入れた
語彙指導法を現職教員との協同により開発する

予定です。その上で、指導法の効果検証を行い
ます。 
　この研究では、紙媒体の掲示物を研究対象と

していますが、ICT機器を用いた掲示物など、
多様な種類の掲示物を視野に入れながら研究を
継続していく予定です。 
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