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工業技術英語 

1.工業に関連した簡単な会話 

2.会議における会話 

3.プレゼンテーション 

4.情報通信ネットワークを利用した 
コミュニケーション 

5.工業技術に関連したリーディングと
ライティング 
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リーディング 

•工業の各分野における 
工業製品仕様書及び 
技術書の読解 

3 



仕様書・技術書の読解 

英文の読解 

＋ 

専門分野の知識 
↓ 

これら2つが必要 4 



仕様書・技術書の読解 

英文の読解 

＋ 

既知の化学の知識 
↓ 

英文読解のみに注力 
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本研究の目的 

• 生徒が既知の化学の内容で、 
英文の教材を作成 

• 工業技術英語を読めたとい う 
成功体験 

• 英語への苦手意識の軽減 

• 工業技術英語への興味喚起 

6 



テキストの作成 

•簡単な英文 
何となくでも読めるという体験 

• イラストを掲載 
英文との対応で理解の補助 
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方法① 

• The Golden Book 
of Chemistry 
Experimentsを 
引用したテキスト 
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goldenchem.pdf


The Golden Book of  
Chemistry Experiments 
 

• 1960年発行 

• 対象年齢：小学生程度 

• 色々な実験方法をカラーイラストと
共に紹介 

• 全文のPDFが無料公開 
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実施方法 

• 銀鏡反応実習の待ち時間に実施 

• 銀イオンの性質確認の演示実験 

• プリント（資料１）を配付 

• 実験操作を行う前に発問 

• 英文和訳をレポート課題 

• アンケート 
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作成したテキスト(資料１) 
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アンケート結果 

項目1：英文を理解できましたか 

• 意味が完全に理解できた  1名 

• 大まかな流れは理解できた 5名 

• わからないところが多かった 8名 

• 全然わからなかった   4名 

理解不十分な生徒が多数 
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アンケート結果 

項目５：感想（抽出） 

• よくわかりませんでした。 
もう無理です。 

• 英語は苦手なので、もうやりたく 
ありません。 

• とても難しかったです。 

予想通りの拒絶反応 
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アンケート結果 

項目2：理解できた理由 

• 簡単な英文だった    0名 

• 化学に関する英文だった   3名 

• イラストがあった     2名 

• 化学に関する単語について意味が 
書いてあった     5名 

• その他       0名 

 
専門用語がネック 
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アンケート結果 

項目4：英文を理解するには（抽出） 

• ひたすらに単語を覚える 

• 単語が理解できればできるように 
なると思います。 

• 辞書を使い、わからない単語を 
調べる。 
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アンケート結果 

項目3：理解できなかった理由 

• 化学に関する単語以外の意味が 
わからない      4名 

• 文法がわからない    5名 

• 英語が全くできない    8名 

• その他       2名 

 倒置の命令文ばかり → 反省点 
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方法② 

• 実際に生徒が行う実験操作を 
英文で説明 

• 操作内容は滴定 
（水の硬度測定のキレート滴定） 

• 英文をよりわかりやすく作成 

• イラストを付記 
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英文作成の参考 
• Classic Chemistry Experiments 
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英文作成の参考 
• Titrations.info 
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実施方法 

• 水の硬度測定の説明として実施 

• プロジェクタを利用 

• 各操作ごとに、和訳や単語の意味
について発問 

• 英文和訳をレポート課題 

• アンケート 
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Procedure: Setting up Burette 

① Rinse the 100 mL beaker with EDTA solution. 
(three times) 

② Pour EDTA solution to 100 mL beaker. 

Rinse 
and  

Dispose 

EDTA 
Solution 
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Procedure: Setting up Burette 

③ Rinse the burette with EDTA solution. (three 
times) 

④ Fill the burette with EDTA solution and run 
through to the zero mark. 

Rinse 
and  

Dispose 

0 

1 
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Procedure: Preparation for Sample 
Solution 

① Rinse the 200 mL beaker with sample 
solution. (three times) 

② Pour sample solution into the 200 mL beaker. 

Rinse 
and  

Dispose 

Sample 
Solution 
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Procedure: Preparation for Sample 
Solution 

③ Rinse the pipette with sample solution. 
(three times) 

 

Rinse 
and  

Dispose 
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Procedure: Total Water Hardness 

① Pipette 25.00 mL of 
sample solution to 
a conical beaker. 

② Dilute to about  
50 mL with water. 

Conical Beaker 

Sample (25.00 mL) 
Dilute to 50 mL 
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Procedure: Total Water Hardness 

③ Add 1 mL of NH4Cl-
NH3 buffer. 

④ Add 2 drops of EBT 
indicator solution. 

Conical Beaker 

Sample (25.00 mL) 
Dilute to 50 mL 

NH4Cl-NH3 buffer 
 (1 mL) 

EBT (2 drops) 
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Procedure: Total Water Hardness 

⑤ Titrate with EDTA 
solution till the 
color changes from 
violet to blue. 

Conical Beaker 

Sample (25.00 mL) 
Dilute to 50 mL 

NH4Cl-NH3 buffer 
 (1 mL) 

EBT (2 drops) 

Titration (Violet → Blue)  
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アンケート結果 

項目1：英文を理解できましたか 

• 意味が完全に理解できた  0名 

• 大まかな流れは理解できた 6名 

• わからないところが多かった 0名 

• 全然わからなかった   2名 

理解できた生徒が増えた？ 
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アンケート結果 

項目2：理解できた理由 

• 簡単な英文だったから   0名 

• 化学に関する英文だったから  2名 

• イラストがあったから    3名 

• 化学に関する単語について意味が 
書いてあったから    2名 

• その他       0名 
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アンケート結果 

項目2：理解できなかった理由 

• 化学に関する単語以外の意味が 
わからない      1名 

• 文法がわからない    2名 

• 英語が全くできない    2名 

• その他       0名 
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アンケート結果 
項目５：感想（①、②より抽出） 

• 意外に面白かったからまたやって 
みたいと思いました。 

• 英語は苦手な方だけど楽しく実習が
できたのでよかったです。 

• 工業に関する英文だったので役に
立ったと思いました。 

前向きな感想 31 



まとめ 

• 既知の知識や体得した実習操作の
教材 

• 英文理解のために重要なこと 
 イラスト 
 視覚的・体感的 
 専門用語 

• 工業技術英語の導入用教材 
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展望 

• 座学用のテキストとしてワーダー法 

–ワーダー法：中和滴定の一種 

愛知県高等学校職業教育技術検定
の実技試験 

 

–2年次に重点的に習得 
⇒座学形式でも理解しやすい 
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展望 

• 工業技術英語の他の内容の教材 
参考）インタラクティブ有機化学英語 
 http://ndk.dip.jp/~shashin/IELSFOC/ 

 

–発音を注意すべき専門用語や、 
研究室での英会話の教材 
⇒工業高校生向けの教材作成 
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http://ndk.dip.jp/~shashin/IELSFOC/


ご静聴ありがとうございました 
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