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「英語多読」のススメ
群馬大学の図書館では，中央図書館約15,000冊，医学図書館約4,000冊，理工学図書館約5,300冊の英語多読教材を所
蔵しています。英語多読を用いた学習は群馬大学が最も力を入れているプログラムの一つであり，日々多読に取り組
んでいる皆さんも多いのではないでしょうか？皆さん，多読はお好きですか？どうやって多読を選んでいますか？多
読をご担当されている大学教育センターのフーゲンブーム先生，コントレラス先生にお聞きしました。

◆英語多読って何？
大量の英文を読み通していくことで，英語力を養う学
習法のことです。ルールはこの３つ。
●辞書は引かない
●わからないところはとばす
●つまらなくなったらやめる
辞書なしでも簡単に楽しめるレベルから始め，徐々に
レベルを上げていきましょう。英語を英語のまま理解で
きる基礎を作るには，総語数100万語程度の読書が必要と
言われています。

◆英語多読のメリット
その１．流暢さの向上
ここでの「流暢さ(fluency)」とは，「ネイティブのよ
うに話すこと」ではなく言葉を使う際の容易さや速さの
ことです。たとえば，“mountain”という単語を認識する
のにＡさんは0.2秒，Ｂさんは0.5秒かかるとします。こ
の二人の差は他の単語でもほぼ同じだとすると，Ａさん
はＢさんよりも半分以下の速さでどんな文章も読めると
いうことになります。これは，長文を読まなければなら
ない英語の試験や学術的な場面で，非常に大きな差とな
ります。
その２． 語彙の習得
単語は何回も繰り返して出会わないとすぐ忘れてしま
うということは，よく知られています。多読は，読み手
が単語に繰り返し出会うように作られています。どの言
語でも一番よく使われる単語（高頻度語）は，最優先し
て習得すべき単語です。単語とその派生語（例： excite,
excitement, exciting など）に意味のある場面や文脈で
出会うことで，その語はしっかり長期記憶に残ります。
さらに，単語リストや単語カードなどと併用すること
で，多読は劇的に語彙の習得を向上させます。
その３．世界の情報を得られる
学習者は，多読の中で異なる文化や異なる時代の話を
読みます。様々な知識を，どれも英語を通して得ていく
のです。より多く知れば知るほど，その知識を表す表現
を自分のものにすることができます。グローバル化が進
む今，世の中についての知識と言語の絶対的な関係は，
決して侮ることはできません。

◆おススメのシリーズ
群馬大学の図書館には，ナショナル・ジオグラフィッ
クが出している素晴らしいノンフィクションのシリーズ
があります。図書館では Footprint Reading Library と
呼ばれるこのシリーズの全レベル12～15タイトルを備え
てあります。美しい写真やイラストが盛りだくさんで，
他国の自然，芸術，経済などいろいろなトピックがあり
ますが，どれも分かり易い英語で書かれています。この
シリーズは，群馬大学のどの図書館にもあります。

◆学生の皆さんへのアドバイス
効果的な多読をするためには，興味がある，あるいは
興味が湧くトピックを探す，カバーのイメージに注目す
る，トピックについて何か自分が知っているかを考え
る，背表紙にあるメッセージを読む，パラパラとページ
をめくってみる，写真や挿絵を見てみる，興味が湧くか
少しだけ文章を読んでみるということをしてください。
こうして本を選ぶと，より豊かな経験につながります。
もう一つ気を付けることは，自分に難しすぎるレベル
の本を選ばないことです。未知の単語が5％を超えた瞬
間，読みのスピードは落ち，理解もできなくなってしま
います。結果として，本の話を楽しむのでなく，辞書と
向き合うだけになってしまいます。こうした状況では，
その本は重荷でしかなく，やる気もなくなってしまいま
す。このように，自分に合ったレベルを選ぶことが，多
読の原則です。
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◆英語多読貸出ランキング2018

2018.4～2019.3貸出

理工学図書館

中央図書館
順位

タイトル

請求記号

貸出回数

順位

タイトル

請求記号

貸出回数

1

Daniel Radcliﬀe

M1:P:2-2

289

1

One-way ticket : short stories

M2:O:1-16

67

2

The secret tunnel

M2:F:6

258

2

Sherlock Holmes : two plays

M2:O:1-2

65

3

Let's party!

M2:F:2

255

3

Peter Pan

M3:Y:1-11

59

4

The golden monkey

M2:F:5

255

4

Snow White and the seven dwarfs

M3:Y:2-1

59

5

No, you can't

M1:F:6-3

245

5

The night of the Milkey Way Train

M3:Y:2-15

53

6

The wizard of Oz

M2:O:1-37

242

6

Strange tales from Kwaidan

M4:Y:1-13

52

7

The old promise

M1:F:6-5

240

7

The bridge and other love stories

M2:O:1-45

49

8

Love online

M2:F:3

239

8

Aesop's Fables

M3:Y:1-1

48

9

My mom, the movie star

M2:F:4

238

9

The little prince

M3:Y:2-14

47

10

Titanic

M2:O:1-38

236

10

Come home Thomlinson

M1:J:1-1

46

◆多読の電子ブックもあります
Macmillan Readersの123タイトルが電子ブックで見られます。読みたい多読資料が貸出中だった場合は，ぜひ電子
ブックも探してみてください。EBSCO ebook collectionまたはOPACから検索してください。

告知

企画展示「外国語へのとびら」を開催中です

中央図書館では，6月6日(木)から

びらを開いて～」として「名作を英

「外国語へのとびら」として，英語

語で」「自然科学を英語で」をテー

学習，日本語，世界のことば，翻訳

マに英語多読図書を展示しておりま

をキーワードに展示を行っていま

す。是非ご覧ください。

す。
7月6日(土)からは加えて「外国語

期間

7月6日～9月30日

場所

1階

へのとびら Part ２～英語学習のと

告知

-中央図書館-

展示コーナー

（中央図書館

湯浅聖子）

企画展「マンガで学ぶ医療」を開催中です

-医学図書館-

医学・医療系のマンガ102冊と小説，

※展示期間中は，館外貸出はできま

学系研究科機能形態学）の企画・監修

DVD を寄贈していただいたことが

せん

のもと，
「マンガで学ぶ医療」展を開

きっかけとなり，医療マンガの収集

期間

6月11日～9月30日

催しています。

が始まりました。購入資料の選定に

場所

1階

医学図書館では，村上徹准教授（医

「正確でオフィシャルな情報を確

は学生有志に協力をお願いし，現在

認するには，普通の教科書が役立つ。

約600冊の医療マンガを所蔵してい

しかし，医療手技の細かなコツ，時間

ます。

軸に沿った診療の状況，患者の表情

会場ではこのコレクションを「マ

や心情など，文字よりもマンガのほ

ンガでわかる医学・医療」「苦悩する

うがよく伝わるものはた く さんあ

医師たち」
「患者のたたかい」
「医療を

る」と村上先生がおっしゃるように，

支えるスタッフたち」などで分類し，

この展示では医学・医療のリアルな

展示しています。村上先生の解説付

側面にふれることができます。

きパンフレットもありますので，ぜ

平成29年3月に医学科後援会から，

ひご覧ください。

ロビー
（医学図書館

飯塚愛）
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告知

空調設備の改修工事を行います ( 8月中旬～2月下旬予定)
-医学図書館-

医学図書館では今年度, 空調・換

新することで快適な室内環境の提供

気設備の全面改修工事を行うことが

とエネルギー効率の改善を両立でき

決定しました。開館しながら１フロ

る見込みです。工事中は騒音・振動

アごとに工事を行い, 改修中のフロ

が発生する期間や, 臨時閉館となる

ア以外は利用できるようにする計画

場合も想定されますが, ご理解ご協

です。今まで度重なる故障でご迷惑

力をお願いいたします。詳細が決ま

をお掛けしてきましたが, 設備を一

り次第, ホームページや館内掲示で

情報

お知らせします。
（医学図書館

永井千里）

グループでのファイル共有

研究室やサークルなどのグループ
でファイル共有するサービスとし
て，Google ドライブのチームドラ

なっても，チームで引き続きファイ
ルを利用することができます。
なお，本学で運用している教職員

https://www.media.gunma-u.ac.jp/
ITservices/fs/IT サービス＞ファイル
共有サービス
なお，ファイル共有等のサービス

イブに対応しました。チームドライ

用ファイルサービス（Proself）で

ブを利用しなくても，ファイル共有

も，同様のサービスとして，グルー

でのアカウント乗っ取り被害の影響

はできますが，チームドライブで

プで共有フォルダを作ることができ

は甚大となり得ますので，2段階認

は，ファイルはチームに属するた

ます。保存する情報に応じて適宜使

証の導入を強くお勧めします。

め，最初に作成したメンバがいなく

い分けをお願いします。

情報

濵元信州）

プリンタ誤送信に注意！

ネットワークプリンタで誤送信を
行うと，情報漏洩になることもあり
ます。事前に設定されたプリンタ

確認してから印刷しましょう。
〇テスト印刷をしましょう
は，テスト印刷をしてみましょう。

りません。正しいプリンタを選んで

〇IPアドレスを確認しましょう

いるか，以下のような方法で，よく

IPアドレスを確認しましょう。
（准教授

濵元信州）

正しいプリンタか自信のない時に

や，自動検索の結果が正しいとは限

報告

（准教授

機種の確認だけでは不十分です。

SciFinder講習会を開催しました

-理工学図書館-

6月6日(木)に，理工学図書館で

す。また，化学構造を自分で作図し

では皆さんの研究に役立つ情報や

SciFinder講習会を開催しました。

検索することもできるなど，研究者

講習などを提供していきます。

SciFinderとは物質科学関連分野に

にとって有益な情報を簡単に手早く

強い情報検索ツールで，論文・特許

得ることができることがよくわかり

に加え世界中の化学物質および有機

ました。71名の受講者からは，受講

化学反応情報を網羅的に検索できる

してよかった，知らないことがたく

優れものです。論文を検索すると，

さんあったので，今度から活かして

書誌情報はもちろんのこと論文中の

いきたいなどの声があり，充実した

化学物質の情報も得ることができま

講習会となりました。今後も図書館

（理工学図書館

根岸貴子）
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第21回アゴラカフェ・ミニレクチャー「クラリネットと彫
刻による音空間 Music & Art Collaboration～相互作用で拡
がる楽しみ～」を開催しました
-中央図書館報告

6月6日(木)に，教員展示開催中の

てを含めてその場限りの「作品」に

菅生千穂准教授（教育学部音楽教育

なるというお話があり，最後は木

講座）と，ギャラリーにて彫刻作品

琴・鉄琴も加わって，観客を別世界

展を開催中の林耕史教授（教育学部

へ誘うような圧巻の即興演奏で幕を

美術教育講座）によるコラボ企画と

閉じました。参加者からは，彫刻と

して，ライヴ・セッションを行いま

音楽の組み合わせという初めての体

した。林先生の作品「月が眠る山

験に感動した，音色によって彫刻へ

2019-II」が設置されたセミナー室

の印象が変わり面白かったという感

を会場に，クラリネットがご専門の

想が寄せられました。

菅生先生から楽器や研究活動の紹介

菅生先生，林先生，一緒に演奏し

と生演奏が披露されました。菅生先

てくださった音楽専攻の学生の皆さ

生，林先生によるトークでは，彫

ん，ありがとうございました。

刻，音楽，観客，周囲の音などすべ

（中央図書館

山内可菜）

第17回桐生楽講座「地方で起業して成功するには～絹織物
の町から先端科学の街へ～」を開催しました
-理工学図書館報告

5月30日(木)に，第17回目となる

そして事業計画や資金調達，開業準

してくださいました津久井理事長，

桐生楽講座―あなたの知らない（か

備と事業運営に繋げます。しかし一

誠にありがとうございました。

もしれない）桐生―を開催しまし

番大切なのは，経営理念だそうで

た。今回は，津久井真澄氏（桐生信

す。桐生で創業して成功している企

用金庫理事長）にご講演いただきま

業を２社ご紹介いただきましたが，

した。

どちらの経営理念も自分たちがどれ

創業するためには5つのステップ
があるそうです。始めにベンチャー

（理工学図書館

森山沙織）

だけ社会や人に貢献できるかを重要
としているものでした。

企業でアルバイトして基本スキルを

今回は学内外で59名の参加者があ

習得することが大切とのことです。

り盛況となりました。貴重なお話を

Windows7サポート期限終了まで，あと5カ月です！
Windows7のサポート終了が2020年1月14日に迫ってきました。自分のPCや周辺のPCでWindows7を利用している場合
には，すぐにでもOSをアップグレードすることをお勧めします。

本コンテンツは，クリエィティブ・コモンズの表示-改
変禁止 3.0 ライセンスのもとでライセンスされていま

群馬大学総合情報メディアセンター
荒牧地区：前橋市荒牧町4-2
昭和地区：前橋市昭和町3-39-22
桐生地区：桐生市天神町1-5-1
TEL (027) 220 - 7170
FAX (027) 220 - 7184

Webサイト

https://www.media.gunma-u.ac.jp/

図書館ブログ https://blog.media.gunma-u.ac.jp/
Twitter公式アカウント

@Media_Gundai

