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自分の目的達成のために大学へ

入学した人もいれば，未だ目的が見

つからずにとりあえず大学に入学し

た人もいるでしょう。10代で目標を

みつけることができた人は目標に向

かって精進してください。まだ目標

が見つけられない人は早く見つける

ようにしましょう。たとえ目標があ

る人であっても，どのように日々の

生活を送るかによって卒業までに知

識と経験の両面で大きな差がついて

しまいます。ましてや目標がない人

では，さらにその差がひらいてしま

います。 

 

唐突ですが，みなさんの「天才」

と呼ばれる人々に対するイメージは

どんなものでしょうか？ いかに，

世に「天才」と呼ばれた人々による

「天才」の定義を挙げます。 

 

・天才とは忍耐なり。（フランスの

博物学者ビュフォン） 

・いつもその問題を考え続けていた

からだ（ニュートン） 

・私が社会のために何か貢献できた

のだとすれば，それはすべて研究

に努め忍耐強く施策を続けてきた

お蔭なのです。（イギリスの古典

学者ベントリー） 

・ある一つのことだけを集中して考

えていると，それがきっかけと

なってさらに深いところまで考え

が及んでくる。そして最後には，

懸案の問題に全身全霊をあげて取

り組めるようになるものだ。（天

文学者ケプラー） 

・天才と凡人は紙一重だ。（フラン

スの思想家ボルテール） 

・どんな人間でも画家や彫刻家にな

れるはずだ。（画家レーノルズ） 

・私の精神はハチの巣に似ている。

騒がしく騒然としているように見

えて，実は秩序と規則によってす

みずみまで支配されている。そし

て不断の努力の結果，自然の宝庫

から知識という食物が集められる

のだ。（解剖学者ジョン・ハン

ター） 

・成功の秘訣は，自らの直面してい

る問題をマスターすることにあ

る。そのためには勉学に熱中しな

くてはならない。（著作家ディズ

リー） 

  

世に天才と呼ばれる人々が自分自

身をこのように語っています。厳密

な意味での天才は稀です。むしろ，

並みの能力であろうとも，ねばり強

く努力を重ねた「天才級の人物」の

方が圧倒的に多いのです。「継続で

きる能力は天才級人物の共通項」で

す。 

 

参考図書：自助論．S．スマイル

ズ著,竹内均訳（知的

生き方文庫） 
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Welcome back, everyone, to the Aramaki 
Campus. I hope you all had wonderful ex-
periences and enjoyed yourselves during 
the summer break. Are you ready for the 
new semester?  

Now is the time for you to reflect on what 
you have achieved since you entered Gun-
ma University. Please look back on how 
successful your English learning was dur-
ing  the  Spring  Semester  and determine 
what you “want to learn and achieve” for 
the Fall semester. Then “set goals” based 
on  your  reflections.  After  setting  goals, 
“make a plan” for learning English on a 
regular basis for the next several months. 
The key is to “enjoy learning” so that you 
can continue to practice English enthusias-
tically. There are many ways to learn Eng-
lish, but unfortunately there is no single 
way that applies to all learners. As the fa-
mous quote says, “There is no royal road to 
learning!” However, these steps will always 
help you to realize your needs and motivate 
yourself in learning.  

 
 Here are some tips on how to 
learn English. 
 
● Know your learning style and effec-

tive learning strategies 
◇  Each learner has a preferred learn-

ing style. Knowing and understanding 
your learning style is the first step to 
being a successful learner. If you feel 
your learning is slow, it is a good idea 
to consider trying out new ways of 
learning.  Your  teachers  are  always 
pleased to introduce you to various 
ways of learning English. You can also 
learn from your friends by asking how 
they are learning. You may even try 
learning together with them. 

 
● Use  the  University  Library  re-

sources 
◇   The University Library has a collec-

tion  of  6,000  English  books  in  the 
English Extensive Reading Corner 
(英語多読コーナー). In this corner, you 
will find many genres of books written 
for learners at different levels. Every 
reader can find books of his/her inter-
est at a comfortable level for pleasure 
reading. Reading a lot promotes your 
reading  comprehension  and  reading 
speed greatly. It also develops your 
vocabulary knowledge and grammati-
cal understanding. Why don’t you find 

your favorite books and start enjoying 
reading? 

◇  The Library also has English news-
papers and magazines. Reading 
authentic articles are challenging, so 
why don’t you read just one short arti-
cle each week or so? But remember, 
such articles will be more readable if 
you choose a topic you like or are fa-
miliar with. You can even read the 
same topic article first in Japanese 
and then in English, or vice versa.  

◇  Some of the library books contain 
stories  that  have  been  made  into 
films, so you can enjoy some stories 
again by watching films on DVD. This 
is a great way of improving your listen-
ing skills as well as further deepening 
your understanding of the cultural in-
formation within the story. The library 
also has books of film scripts called 
“Screen Play.” These books can intro-
duce you to everyday English expres-
sions. 

◇  If you wish to read or watch any par-
ticular titles of book or DVD which is 
not  in  the  library  collection,  please 
make a request to the librarian. We 
are trying to expand the collection.  

 
● Use of ALC NetAcademy2 
◇   NetAcademy2  is  an  e-learning 

course available to all Gunma Univer-
sity students. (Please access https://
english.hess.gunma-u.ac.jp/anet2/) 
The university provides two courses: 
Standard  Course  and  Powerwords. 
Both programs are designed from be-
ginner  to  advanced  level  learners. 
Standard Course offers various mate-
rials and activities to help you improve 
English skills in an integrated manner. 
Powerwords is a self-learning vocabu-
lary program. It is very possible for 
you to increase your vocabulary size 
up to the 12,000-word level, which is 
considered to be the educated native 
speaker’s level. Both of these courses 
are great learning resources for you to 
review what you have learned and to 
raise your general English level. They 
are also very useful for TOEIC/TOEFL 
preparation.  
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リフレッシュコーナー（荒牧図書館) 

英語多読コーナー（荒牧図書館） 

ラーニングルーム 

（総合情報メディアセンター） 
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本学は，グローバル化時代の多様な

ニーズに応えるため，幅広い国際的視野

を備え社会で活躍できる人材を育成する

ことを理念として掲げており，その基礎とし

て英語力の強化を図ってきています。その

ため，英語能力を自ら確認できるＴＯＥＩ

ＣーＩＰ試験とＴＯＥＦＬ試験を毎年２回づつ

実施しています。 

ＴＯＥＩＣは，Test of English for Interna-

tional Communicationの略称でコミュニ

ケーション能力を幅広く10点から990点ま

でのスコアで評価する試験で，世界約１２

０ヶ国で実施されている世界共通のテスト

です。 

本学では，英語の自主学習を促すた

め，全学生が卒業時までに取得する最低

スコアとして，工学部500，医学科585，保

健学科550，教育学部470，社会情報学部

470の各点での設定を考えています。 

学生諸君は，留学，就職後の昇進等に

おいても，これからますます英語能力の向

上が求められますので，毎日の自己研鑽

に努めてください。 

ＴＯＥＩＣーＩＰ試験  
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本学では学生諸君に今後の学修の上

で，日本語能力が重要であることを明確

に認識してもらうことを目的として，平成

24年度から新入生全員が日本語検定３

級を団体特別試験により受検することと

しました。 

この日本語検定は日本語の総合的な

運用能力を測るため，語彙，文法，言葉

の意味，漢字，敬語，表記の６つの領域

から幅広く出題され，受検後に個人へ配

付するスコアシートに各領域の得点が

レーダーチャートで記載され，不得意領

域に対する効率的な学修ができるよう

になっています。 

日本語検定３級は高校生相当以上に

あたり，本学としては卒業までには最低

でもクリアしてもらいたいレベルです。こ

の上の２級は大学生相当以上，１級は

社会人相当の試験になります。３級未

認定者の再受験はもちろんのこと，３級

認定者は是非次回の２級に挑戦してく

ださい。 

日本語検定（団体特別試験） 
 低学年での，「日本語検定３級」，「学び

のリテラシー(１)」，「学びのリテラシー(２)」

の学修をとおし，日本語運用能力，論理的

思考，日本語コミュニケーション能力，文章

作成の基本，尊敬語と謙譲語の使い方

等，課題発見能力，問題解決能力の向上

を期待します。 

 

（参考：３級検定試験 各学部等認定率%） 

工学部47.5，医学科88.8，保健学科68.2，

教育学部71.6，社会情報学部71.8 

事務窓口 

学務部教務課教養教育係 

試験日 時間 試験名 対象 

平成24年12月19日 

17:40

～

20:10 

TOEIFL ITP 希望者 

平成25年1月16日  ー 

後期アチー

ブメントテス

ト 

工学部

１年生

全員 

平成25年1月30日 

17:40

～

20:10 

TOEIC IP 

工学部１

年生全

員及び 

希望者 

事務窓口 

学務部教務課教養教育係 

http://www.toeic.or.jp/corpo/
guide/toeic/ 
 
TOEIC®テストのテスト形式 

・出題数200問で、所要時間2時間 

・リスニングセクション（45分間・

100問）、リーディングセクション

（75分間・100問） 

・リスニング・リーディングそれぞれ

5～495点、トータル10～990点の

スコアで、5点刻みで表示 

・マークシート方式の一斉客観テス

ト 

・テストの問題文などはすべて英文

のみで構成 

検定試験問題冊子 ２級，３級 

TOEIC®テストの実施要領 

平成24年4月25日に本学で開催したＴ

ＯＥＩＣに関する説明会の映像を 

http://vcd.hess.gunma-u.ac.jp/podcast/ 

でご覧になれますので，参照ください。 

 

平成24年度後学期に荒牧キャンパスで

実施する英語関係の試験日程は，つぎの

とおりです。 
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インフォメーション 

草津セミナーハウスは，関東甲信越地区の国立大学の学生及び教職員の共同利用合宿研

修施設としてあります。ゼミやクラブ・サークル活動，仲間とのグループ活動，家族との自然体

験など，様々に活用できますので，積極的にご利用ください。 

 利用手続き等は以下のとおりです。 

◇  原則として，４人以上のグループで４泊５日以内です。 

◇ あらかじめ電話等で学生支援課(TEL 027-220-7145)に問い合わせて予約してください。 

◇ 利用開始の４か月前から10日前までに「使用許可申請書」を提出してください。 

◇ 宿泊室は16室あり，最大102名まで宿泊できます。その他講師室もあります。 

◇ 研修室(５室)，体育館があり，冬季はスキーなどができるよう，スキー・スノーボードの貸

出もしています。 

◇ 利用料金等詳細は，本学ホームページの「教育・学生生活」からご覧ください。 
http://www.gunma-u.ac.jp/html_campus/campuslife_12.html 

 草津セミナーハウスの利用について 

ISO（International Organization for Standardization ）１４００１ 
群馬大学では，教育学部，社会情報学部等の施設のある荒牧キャンパス

を対象範囲として，平成19年1月に環境マネジメントシステムの国際規格であ

るISO14001認証を取得し，教職員及び学生が一体となって環境対策への取り

組みを推進しています。 

 また，群馬大学省エネルギー行動計画に基づき，エネルギー使用量の削

減，温室効果ガス排出量削減等の活動を行っています。 

ベストティーチャー賞受賞者の授業公開 

平成23年度教養教育ベストティーチャー優秀賞を受賞された先生方の，公開授業を下記のとおり実施します。 

各学部・研究科の教職員・学生の皆さんの参加を歓迎します。 

 

 教 員 名 授 業 題 目 日      時 教    室 

 藤本 宗利
ふじもと  むねと し

 

 (教育学部・教授) 
 平安時代の文学 

10月18日（木）3-4時限 

10月25日（木）3-4時限 

教養教育棟 

ＧＡ３０２ 

 Barry Keith 

 (教育基盤センター・准教授) 
 総合英語１年 

11月15日（木）1-2時限 

11月22日（木）1-2時限 

教養教育棟 

ＧＡ２０２ 

 普神 敬悟
ふ が み  け い ご

 

 (工学研究科・准教授) 

 化学現象を司る 

原理 

12月13日（木）3-4時限 

12月20日（木）3-4時限 

教養教育棟 

ＧＢ１５４ 

ISO１４００１認証 

取得証明証 

草津セミナーハウス全景 

教職員及び学生が一体となった環境対策への取り組みです。 

ご協力をお願いします。 
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   Ｗｅｂサイトもご覧ください。 

http://www.gunma-u.ac.jp/
html_campus/for_student_0_1.html 


