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京都産業大学 特別英語プログラムでの多読 

特別英語にようこそ。特別英語プログラムのほとんどの２単位科目で多読が課題となっています。 

図書館で英語学習者用に書かれたレベル別の本（あなたのレベルは担当教員から聞いてください）を

借り、MReaderという大学のオンラインサイトでテストを受けます。本を読んでテストに合格すると、

その本の語数に従って点数がもらえます。１学期間に一定の語数を読まないと自動的に単位が認定さ

れなくなります。その語数以上を読むことが、単位認定の条件です。高校で学んだリーディングは精

読という読み方です。多読は、精読とは違って 1語 1語の意味を調べたり文法を気にしたりしない読

み方です。 

 

多読で重要なことは： 

• 自分の英語レベルのちょっと下のレベルの本を読むこと。簡単で読みやすい本と読むこと。 

• 自分が面白いと思う本を選んで読むこと。面白くなければ、その本は止めて別の本にすること。 

• たくさん読んで、さらに、もっと読むこと。（読めば読むほど英語が分かるようになります。） 

• 辞書は使わないこと。知らない単語があれば想像力を働かせて推測すること。あらすじを理解

することに集中して読み続けること。それぞれの単語や句に集中するのは止めること。（あら

すじを理解しながら読み続ければ、知らない単語や表現のだいたいの意味が次第にわかるよう

になります。それが大事なことです。） 

多読の目標は： 

• 英語と触れる時間を今よりもっと多くすることです。留学の良い点の１つは、英語に接する時

間が増えることです。それは、多読でも実現可能です。 

• 読書の習慣を身につけることです。英語をたくさん読むことで、すでに知っている英語を復習

することができます。さらに他の国のことや別の考え方を知ることができます。読書を習慣に

するには、常に読んでいる必要があります。学期の終わりに集中して読むのではだめです。習

慣化を助けるために、MReaderでは１日１回テストが受けられるようになっています。 

 

 英語学習者用に書かれた本は、オックスフォードやケンブリッジ、ペンギン、マクミラン、セ

ンゲージといった出版社から出ています。これらの本では、語彙と文法が注意深く制限されてい

て、簡単に迅速に読めるようになっています。また、英語母語話者の子供が読書を学ぶために作

られた本もあります。例えば、Step into Readingというシリーズです。英語母語話者の青少年向

けシリーズもあります。これは、いくつかのレベルに分かれて

いて、1 章が長くなっています。1 年生の間にこうしたものを

１・２冊読んでみると良いでしょう。下記の「英語母語話者向

け図書を読む際の注意事項」を読んで下さい。 

大学の休暇中は多読を進める絶好の機会です。しかも、

読むことで長期休暇中に英語力が落ちないようにすることが

できます。読む回数が増えればそれだけ速く読めるようにな
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ります。すると本が易しくなり、もっと面白くなります。読み続けてください。難しすぎたり

何か問題があるような場合は、教員に相談してください。では、楽しんでください！ 

  

「英語母語話者向け図書を読む際の注意事項」 

英語母語話者の青少年向け書物を読む場合には次の点を覚えておくことが大事です。– 

• スラングがたくさん出てきます。これは、辞書にのっていないことが多いです。意味を推測し

てみてください。分からない場合でも心配せずに読み進めてください。もし何度も同じ単語や

表現が出てきて、分からない場合には、先生に聞いてみましょう。知っておくと便利なものか

もしれません。 

• 新しい考え方や奇妙な考え方がたくさん出てくるでしょう。だからこそ、こうした本を読むの

は楽しいのです。他国の学校や社会、生活についてたくさん学ぶことができます。少し混乱し

てしまうかもしれませんが、心配せずにストーリーを追いながら読み続けてください。 

• ジョークや皮肉、反語が出てきます。これらを理解することはとても重要なことですが、かな

りの練習が必要です。英語を母語とする子供たちも、これらを青少年向け図書で学んでいます。

だから、ジョークなどが分かりやすく説明されていることが多いのです。もし理解できないと

しても、心配しないで読み進めてください。 

• 比喩が出てきます。「君はバラのようだ」といった比喩も「君はバラだ」といった形のものも

あります。辞書に頼らず、イマジネーションを使って創造的にとらえましょう。そうしないと

比喩表現に使われている簡単な単語が思いもよらない意味をもっているように思えたリ、辞書

には載っていない使われ方をされていて理解できなくなります。分からなければそのまま読み

進めていきましょう。 

• その本のためだけに作られた言葉がたくさん出てきます。ハリー・ポッターのことを考えてみ

ましょう。‘Quidditch’（魔女や魔法使いたちがほうきに乗って行うスポーツ）や‘Muggle’（ 魔

女でも魔法使いでもない人）は、この本以外では使われない単語です。こうした単語を理解す

るには、読み続けていくしかありません。作家は、特殊な造語の意味を読者に教えないことが

多いのです。「これは何のことなんだ？」と読者に考えさせたいのです。これも物語の一部で、

ミステリーなのです。 

• 会話文の中には、実際に人が言った言葉通りに書かれているものがあります。つまり、綴りや

文法が正しくないのです。ハリー・ポッターでは、フランスの魔法使いは“What is this?” と

は言わず“Vot is ziss?”と言います。これは、フランス語なまりの英語を示そうとしたもの

です。推測して理解しなければなりません。もし分からないとしても、これまで言ってきたよ

うに気にせず読み進めてください。 

Matthew Claflinより 
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Extensive Reading at Kyoto Sangyo University for ThE English Program 

Welcome to ThE English program (特別英語). One of the important parts of the program in 

particular in most two credit subjects is Extensive Reading. You will go to the library, borrow books that 
have been written for people learning languages and are divided into levels (your teacher will tell you 

your level), and take quizzes on MReader, a university on-line site. For each book you read and pass the 

test, you will be credited with the number of words in the book. During each semester you will need to 
get a certain number of words to pass the course. What makes Extensive Reading different from the style 

of intensive reading many of you studied in high school is that you don’t concentrate on each word or 

piece of grammar. In Extensive Reading it is important to- 

• Read books that are just below your level, so it is easy. 

• Read books you choose that you think are interesting. If a book is not interesting, then stop 
reading it and get another book. 

• Read a lot – and then read more. The more you read, the better you get. 

• Don’t use a dictionary. If you find a word you don’t know, use your imagination to guess it. If you 
still don’t know, keep reading and concentrate on the story – not on just one word or phrase. You 
will find you understand the general meaning. This is what is important. 

The goals of Extensive Reading are – 

• To give you more time with English. One of the reasons study abroad is so good is students have 
much more time living with English. Reading English gives you more English time. 

• To help you develop a reading habit. Reading English is a great way to review the English you 
know and to learn about other countries and ideas. However, to make it work you need to read 
regularly. Not just at the end of the course. That is why there are limits to how often you can take a 

reading test on MReader. 

At first, most of you will probably read books written for English language learners from publishers 
like Oxford, Cambridge, Penguin, Macmillan or Cengage. The vocabulary and grammar in these books are 

carefully controlled to help you read quickly and easily. This is good. However, there are also some books 

for native speaker children in the program - for example, Step into Reading, which is a series of books for 
native speaker children to learn to read. We also have a number of series built into the different levels 

that are longer chapter books for young native speakers. Perhaps you will read one or two in your first 

year. Before reading them, look at ‘Important points about reading native speaker literature’ below. 
Finally, holidays during the year are a great time to get ahead on your reading and reading is a great 

way to keep your English level up during these long breaks. The more often you read, the faster you get. 

This makes the books easier and more interesting. Keep on reading, talk to your teacher if things 

are too difficult or you are worried about something, and enjoy! 

Important points about reading native speaker literature (first and second years) - 

When reading literature written for young native speakers, it is important to remember the following 
– 
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• There will be a lot of slang. Often, it will not be in your dictionary. Try to guess the meaning but 

don’t worry if you can’t – just keep on reading. If you see a word or phrase you don’t know many 

times in your book, ask your teacher. It is probably a very useful word or phrase to know! 

• There will be a lot of ideas that are strange or new. This is what makes reading this material so 
interesting! You can learn a lot about school, society and life in other countries. However, it can 

make you confused. Once again – don’t worry, guess what it means or what is happening, and go 

on reading. 

• There will be jokes, irony and sarcasm. Understanding jokes, irony and sarcasm is an incredibly 
important skill that takes a lot of practice. One reason literature for young people is so good is that 

children are learning to understand it too, and so it is often clearly explained. If it is difficult to 
understand, don’t worry and keep on reading. 

• There will be images – similes and metaphors. Simple words may seem to have strange meanings, 
or more difficult words may be in your dictionary but the meaning in the sentence may be strange. 
A good imagination is more important to understand these images than a dictionary, and if you 

don’t know, just keep reading! 

• There will be a lot of words that were made up for just that book or world. Think about Harry 
Potter. ‘Quidditch’ (a sport for witches and wizards played on flying broomsticks) and ‘Muggle’ (a 

special word for someone who is not a witch or wizard) are words that will not be anywhere else. 

To understand them, you just need to keep reading the book and not worry. Often the writer will 
not tell you at the start what they mean – they want you think, “What is that?” It is part of the story 

and the mystery! 

• Conversations will be written in a way to show how people really speak. This means that spelling 
and grammar may be strange. In Harry Potter, the French wizards do not say, “What is this?” They 

say, “Vot is ziss?” This is to try to show English with a French accent. To understand, you need to 

guess, and if you don’t understand, as we’ve said all along, keep reading! 
Written by Matthew Claflin 


