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「新しい英語能力到達度指標 CEFR-J 公開シンポジウム」開催にあたって
本日はお忙しい中、シンポジウムに足をお運びいただき、誠に感謝申し上げます。
このシンポジウムは、世界的に影響力を強めつつある欧州言語共通参照枠（The Common European
Framework of Reference for Languages 通称：CEFR）の日本の英語教育における適用を目的とした
2008-2011 年度科学研究費補助金基盤研究（A）「小、中、高、大の一貫する英語コミュニケーション能
力の到達基準の策定とその検証」
（課題番号 20242011, 研究代表：投野由紀夫）の最終成果報告であり、
CEFR-J と称する CEFR 準拠の新しい英語力到達指標の構築過程を報告するものであります。幸い、
CEFR 導入を推進するブリティッシュ・カウンシルとの共催で実施することができ、また文部科学省か
らも後援をいただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。
CEFR-J はその最大の特徴として、日本の英語教育に即した能力記述文・到達度枠組の構築およびそ
の妥当性検証が大規模な実証データによって裏付けられている点にあります。本シンポジウムにご参加
いただいた皆様に忌憚のないご意見をいただきながら、我々の研究成果が日本の英語教育の新しい到達
指標として、さまざまな形で利用されることを願いつつ、この会が有意義な討議の場となるように祈念
いたします。

2012 年 3 月 9 日

研究代表者
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東京外国語大学

投野由紀夫

MESSAGE FROM CONFERENCE CONVENOR
Socially, economically and politically, the impact of the latest wave of globalisation to hit our world has been,
both literally and metaphorically, revolutionary. In all spheres of human activity, we are more connected than
ever before. Language is still the main means of communicating, but speaking your own language is no longer
enough. We are all faced with the very real challenge of learning other languages and other ways of
communicating.
In this context, ‘Global Jinzai’ (global personnel skills) has recently become a buzz word in Japan and it is
believed that mastery of English as an international lingua franca would help people to become more
competitive in the global workforce. Within this context, it is our great privilege to co-organise the
‘Symposium on the application of CEFR for English language teaching in Japan’ with Tokyo University of
Foreign Studies (TUFS) as a part of our English Education projects through which we aim to help Japanese
learners and teachers to enhance their skills.
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) released a report last year
outlining five proposals to improve English language education in Japan. This report includes the possible
establishment of national learning attainment targets in the form of ‘Can-Do lists’. I believe that the CEFR-J
which has been developed by Prof Tono’s research group in TUFS will contribute to raising standard of
English skills of Japanese students.
The guest speakers from the UK, Dr Tony Green (University of Bedfordshire) and Dr Neil Jones (Cambridge
ESOL) both have a high level of expertise in CEFR and Can-Do lists and will share their ideas with you about
how CEFR and Can-Do lists can help language teaching, learning and assessment in Japan during this
two-day symposium.
The British Council is the United Kingdom's international organisation for educational opportunities and
cultural relations. We share assets in English, education and the arts with the people of other countries and
help people from the UK and other countries to understand each other better. I am sure this symposium will
give all of you, the key players in English education in Japan, an impetus to try to embed the concept of
CEFR/Can Do statements in classroom teaching as a tool for motivating students and enhancing their skills.
Lastly, I would like to convey my gratitude to all the contributors both from UK and Japan, all the participants
who came all the way here from all over the country, MEXT and of course, our co-organiser, TUFS, in
particular, Prof Yukio Tono.

Jeff Streeter
Director Japan, British Council
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Programme (English):
9 March (Friday), 2012 (Official language: English)

Room
9:30 - 10:00

(Room 1031),10th Floor, Liberty Tower, Surugadai Campus, Meiji University

REGISTRATION

10:00 - 10:15

Opening address: Yukio Tono (TUFS)
Welcome address: Jeff Streeter (Director Japan, British Council)
Message from Guest of Honour: Shinichi Yamanaka (Deputy Director, MEXT)

10:15 - 10:20

Introduction of Dr. Tony Green (Alison Beale, Deputy Director Japan, British Council)

10:20 - 11:20

Keynote 1: Dr Tony Green (Univ. of Bedfordshire, UK)

11:25 - 11:55

CEFR-J: The background and process of development

12:00 - 12:30

Students’ self-assessment questionnaires (Michiko Nakano)

12:30 - 14:00

(Yukio Tono)

LUNCH
Room 1031

Room 1076

Sorting Exercises by EFL teachers
(Naoko Ozeki)

Self-assessment vs. actual skills I:

14:30 - 15:00

Expert comments and revision of
descriptors (Masashi Negishi)

Self-assessment vs. actual skills III:
Listening (Kikuko Shiina)

15:00 - 15:30

Self-assessment vs. actual skills II: Self-assessment vs. actual skills IV:
Spoken interaction (Masashi Negishi)
Reading (Tomoko Takada)

15:30 - 16:00

Corpus-based CEFR-J wordlist & other Self-assessment vs. actual skills V:
resources (Yukio Tono)
Writing (Yasuo Nakatani)

14:00 - 14:30

Spoken production (Masao Aikawa)

COFFEE BREAK

16:00 - 16:20
16:20 – 16:25

Introduction of Dr. Neil Jones
(Ikuo Koike, Professor Emeritus, Keio University & Meikai University)

16:25 - 17:25

Keynote 2: Dr. Neil Jones (Cambridge ESOL)

17:25 - 17:30

Closing

17:45 -19：45

Reception
（Café Pensee, 1st

Room 1031

Floor, Academy Common, Meiji Universiry）
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10 March (Saturday), 2012 (Official language: Japanese)

Room

ROOM 1103

9:30 - 10:00

REGISTRATION

10:00 - 10:10

Opening address (Yukio Tono, TUFS)

10:10 - 10:15

Introduction of Dr. Ikuo Koike (Yukio Tono, TUFS)

10:15 - 11:00

Keynote 3: Dr Ikuo Koike (Professor Emeritus, Keio University)
Room 1 (1086)

Room 2 (1087)

Room 3 (1095)

11:05 - 11:55

① How to teach
Pre-A1 level
(M.Takahashi)

② Spoken
interaction
(B-level)
(N. Ozeki)

③ Listening
(A-level)
(K. Shiina)

12:00 - 12:50

④ How to teach
A1-level
(T. Takada)

⑤ Spoken
production
(B-level)
(S. Sasajima)

⑥ Listening
(B-level)
(J. Matsui)

12:50 - 14:00
14:00 - 14:50

Room 4 (1096)

LUNCH
⑦ How to teach
A2-level
(H. Midorikawa)

⑧ Spoken
interaction
(A-level)
(N. Ozeki)

⑨ Reading
(A-level)
(M. Takahashi)

⑲

Basic

introduction to
CEFR
(Tony Green)

14:55 - 15:45

⑩ How to teach
B1-level
(S. Sasajima)

15:45 - 16:00
16:00 – 16:50

16:55 - 17:45

⑫ Reading
(B-level)
(M. Negishi)

In English only

COFFEE BREAK
⑬ How to teach
B2-level
(H. Midorikawa)

⑯ Vocabulary
CEFR-J
(Y.Tono)

⑭ How to teach

⑮ Writing

C1-/C2-levels

(A-level)

(H. Terauchi)

(M. Kawanari)

⑰ Grammar

teaching using

17:45 – 18:15

⑪ Spoken
production
(A-level)
(M. Aikawa)

teaching
using CEFR-J
(H. Muranoi)

⑱ Writing

⑳ How to develop
tests using CEFR
(Neil Jones)
In English only

(B-level)
(Y. Nakatani)

GENERAL DISCUSSION & CLOSING (Room 1103)
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プログラム (日本語):
2012 年 3 月 9 日（金曜日） (使用言語：英語)
明治大学駿河台キャンパス リバティタワー 10 階 (1031 教室)

会場
9:30 - 10:00

受 付

10:00 - 10:15

開会の辞 (東京外国語大学 投野由紀夫)
歓迎の辞 (ブリティッシュ・カウンシル 駐日代表 ジェフ・ストリーター)
来賓挨拶（文部科学省 文部科学審議官 山中 伸一様）

10:15 - 10:20

トニー・グリーン博士の紹介
(ブリティッシュ・カウンシル 駐日副代表 アリソン・ビール)

10:20 - 11:20

基調講演 1 : トニー・グリーン博士 (英国ベッドフォードシャー大学)

11:25 - 11:55

CEFR-J: その背景と開発の経緯

12:00 - 12:30

CEFR-J を用いた学生の自己評価アンケート (中野美知子)

(投野由紀夫)

昼

12:30 - 14:00

食

1031 教室

1076 教室

14:00 - 14:30

英語教師によるディスクリプタ並べ替え 自己評価と実際の能力の関係(I) :
スポークン・プロダクション
課題と CEFR-J の改善
(相川真佐夫)
(尾関直子)

14:30 - 15:00

ディスクリプタに関する専門的意見の
ヒアリングと CEFR-J の改訂作業
（根岸雅史）

自己評価と実際の能力の関係(III) :
リスニング
(椎名紀久子)

15:00 - 15:30

自己評価と実際の能力の関係(II) :
スポークン・インタラクション
(根岸雅史)

自己評価と実際の能力の関係 (IV) :
リーディング
(高田智子)

15:30 - 16:00

コーパスに基づいた CEFR-J の
単語リストとその他の活用資料
(投野由紀夫)

自己評価と実際の能力の関係 (V) :
ライティング
(中谷安男)

COFFEE BREAK

16:00 - 16:20
16:20 – 16:25

ニール・ジョーンズ博士の紹介
(慶應義塾大学・明海大学名誉教授

小池生夫)

16:25 - 17:25

基調講演 2 : ニール・ジョーンズ博士 (ケンブリッジ ESOL) 1031 教室

17:25 - 17:30

閉 会

17:45 -19：45

懇親会 （場所：明治大学 アカデミー・コモン１F カフェ・パンセ）
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2012 年 3 月 10 日（土曜日） (使用言語: 日本語)
会場
9:30 - 10:00

1103 教室
受付

10:00 - 10:10

開会の辞 (東京外国語大学 投野由紀夫)

10:10 - 10:15

小池生夫 博士の紹介 (東京外国語大学 投野由紀夫)

10:15 - 11:00

基調講演 3 : 小池生夫 博士 (慶應義塾大学・明海大学 名誉教授)
Room 1 (1086)

Room 2 (1087)

Room 3 (1095)

11:05 - 11:55

① Pre-A1 レ ベ ル の ②スポークン・インタ ③リスニング
(A レベル)
ラクション
指導法
(椎名紀久子)
(B レベル)
(高橋美由紀)
(尾関直子)

12:00 - 12:50

④A1 レベルの指導 ⑤スポークン・プロダ ⑥リスニング
(B レベル)
クション
法
(松井順子)
(B レベル)
(高田智子)
(笹島茂)
昼

12:50 - 14:00

食

14:00 - 14:50

⑦A2 レベルの指導法 ⑧スポークン・インタ ⑨リーディング
(A レベル)
(緑川日出子)
ラクション
(高橋美由紀)
(A レベル)
(尾関直子)

14:55 - 15:45

⑩B1 レベルの指導 ⑪スポークン・プロダ ⑫リーディング
(B レベル)
クション
法
(根岸雅史)
(A レベル)
(笹島茂)
(相川真佐夫)

15:45 - 16:00

⑲CEFR 入門
(トニー・
グリーン)
言語：英語

COFFEE BREAK

16:00 – 16:50

⑬B2 レベルの指導法 ⑭C1/C2 レベルの指 ⑮ライティング
(A レベル)
(緑川日出子)
導法
(川成美香)
(寺内一)

16:55 - 17:45

⑯CEFR-J を用いた ⑰CEFR-J を用いた
文法指導
語彙指導
(村野井仁)
(投野由紀夫)

17:45 – 18:15

Room 4 (1096)

⑱ライティング
(B レベル)
(中谷安男)

総括論議と閉会式 (1103 教室)
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⑳CEFR を用いたテ
スト開発
(ニール・
ジョーンズ)
言語：英語

Keynote speakers

基調講演者

Dr Tony Green (University of Bedfordshire) トニー・グリーン博士
Tony Green has a PhD in the area of language testing (focusing on test impact and academic
literacy) from the University of Surrey. Tony has extensive experience as a researcher,
teacher and teacher trainer and has worked at all stages of test development and delivery
including as a test designer, as an item writer and as an examiner for tests of speaking and
writing skills. He has participated in a number of test and assessment development and
validation projects around the world for clients including the British Council and for
universities in a number of countries. Current research and consultancy interests include the
relationship between assessment and learning, the assessment of literacy skills and practical
test development. Current projects include the development of English language placement
tests, an investigation of IELTS item writing processes and the development of reference
level descriptions for English to supplement the Common European Framework of Reference
for Languages (English Profile).

Dr Neil Jones (Cambridge ESOL) ニール・ジョーンズ博士
Neil Jones holds a PhD in Applied Linguistics from the University of Edinburgh on the
application of item response theory. He is currently Director of the European Survey on
Language Competences (SurveyLang), a European Commission project being coordinated by
Cambridge ESOL. Neil’s interest in learning orientated assessment to learning developed
from his career in English language teaching in countries including Poland and Japan, where
he set up departments and teaching programmes at university level. Neil has worked for
Cambridge ESOL since 1993 on innovative testing developments such as item-banking and
computer-adaptive testing. He has worked on projects involving the construction and use of
multilingual language proficiency frameworks such as the Common European Framework of
Reference (CEFR), and was Research Director for the Asset Languages scheme developed for
the UK government’s national languages strategy.

Dr Ikuo Koike 小池 生夫 博士
Ikuo Koike has a PhD from Georgetown University in Second Language Acquisition. He was
one of the founding members of Japan Association of College English Teachers (JACET) and
a past president of JACET. He was also a chief organizer of AILA 1999 in Tokyo and played
a significant role in establishing the field of applied linguistics in Japan. He is Professor
Emeritus of Keio University and Meikai University. Recently he has been involved in the
adaptation of CEFR and the compilation of CEFR-J as an advisor. Currently he is Director of
the English Language Education Council (ELEC). In 2011, Professor Koike was awarded the
Order of Sacred Treasure,Gold Rays with Neck Ribbon.

7

Abstracts プログラム要旨

9 March, 2012

11:25 - 11:55

3 月 9 日（金）

CEFR-J : その背景と開発の経緯

(投野由紀夫)

1031 教室

CEFR-J: Its design and compilation process
Yukio Tono (Tokyo University of Foreign Studies)
The CEFR-J is a modified version of the CEFR, designed specifically for English language teaching/learning in
Japan. This talk will present an overall picture of this project. First, the rationale of developing such a framework
will be briefly mentioned and the design of CEFR-J will be described. Secondly, the whole procedure of compiling
CEFR-J will be explained, which mainly consists of the development of ‘can do’ descriptors for each of the five
skills components and a series of validation studies such as sorting exercises and an IRT-based analysis of the
difficulty order of descriptors. This talk will also cover a range of research projects we conducted in order to
examine some issues related to the effective adaptation of the CEFR in our country.
CEFR-J は CEFR を日本の英語教育に適用する目的で開発された英語力到達指標である。本発表ではそ
の CEFR-J 構築の目的，デザイン，構築プロセスの概要を報告する。特に CEFR-J が他の一般的な応用
例と異なるのは，妥当性検証のデータを大量に取っている点にある。その内容の概略を紹介しつつ，日
本において CEFR 準拠の枠組みが根付いていくための基礎研究の意義や方向性に関しても触れたい。

12:00 - 12:30

CEFR-J を用いた学生の自己評価アンケート

(中野美知子&寺内一)

1031 教室

Students’ Self-assessment questionnaires
Michiko Nakano (Waseda University)
The purpose of this study was to examine item difficulty levels of the CEFR-J descriptors by analyzing the
responses from students’ self-assessment of their English abilities in the five skills described in CEFR-J. The
CEFR-J descriptors (the beta version) were distributed in either a paper or web questionnaire format, among junior
and senior high school as well as university students in spring and summer, 2011. The purpose of the questionnaire
was to elicit their self-assessment of their English abilities in the area of Listening, Reading, Spoken Interaction,
Spoken Presentation and Writing. Their responses were used to examine the CEFR-J descriptors in terms of
difficulty, discrimination and learner’s ability, based on two-parameter logistic model in Item Response Theory. In
particular ICC curves were useful to check whether the order of descriptors will match our learners’ self-assessment
results. In total, 5468 students participated in the survey: 1,685 junior high school students, 2,538 high school
students and 1,245 university students. The results of the study were used to revise the order of descriptors.
CEFR-J のベータ版を用いて 5 技能のディスクリプタの示す難易度レベルが，実際の生徒や学生の自己
評価の難易度のスケールと比べてどのような一致度を示すかを項目応答理論（２パラメーターモデル）
を用いて検証を行った。参加した生徒は総勢 5,468 名(中学生

1，685 名；高校生

2,538 名；大学生

1,245 名）で，中学生は紙媒体でかつディスクリプタに補助的な説明を付したもので，高校生と大学生は
ベータ版そのものを web 形式で提供して答えてもらった。結果は，スキルや特定のレベルのディスクリ
プタに不安定な項目が見られ，それらをもとにベータ版の改善が行われ，Version 1 の確定に資するデー
タを提供できた。
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14:00 – 14:30

英語教師によるディスクリプタ並べ替え課題と CEFR-J の改善 (尾関直子) 1031 教室

Sorting Exercises by EFL teachers
Naoko Ozeki (Meiji University)
This presentation reports on the work establishing the validity and reliability of the language proficiency
descriptors of the CEFR-J, carried out by Ozeki, Muranoi, Midorikawa, Takahashi, Sasajima, Shiina, and Kawanari.
Teachers were asked to categorize language proficiency level descriptors in terms of the skills of listening, reading,
spoken production, spoken interaction, and writing. The results were compared with the α version of the CEFR-J. A
questionnaire was then administered to determine how well the teachers understood the descriptors. Using the same
data, we also investigated the rank correlations between the categorization of the descriptors of the teachers and
CEFR-J. 116 senior high and 40 junior high school teachers, as well as 50 elementary school teachers, participated
in study. Based on the results of the categorization task and questionnaire, the CEFR-J was modified to create the
final version.
投野科研のディスクリプタ班（尾関，村野井，緑川，高橋，笹島，椎名，川成）は，CEFR-J のディス
クリプタの完成度を高めるために，教師にディスクリプタをリスニング，リーディング，スポークン・
インタラクション，スポークン・プロダクション，ライティングの 5 つのスキルごとに習熟度別に並べ
てもらう実験を行った。また，実験では，教師たちにそれぞれのディスクリプタの内容が明確であるか
どうかについても自由記述でコメントをしてもらった。さらに，同じデータを使い,教師の並べたディス
クリプタの順番と CEFR-J アルファ版に配列順序に相関があるかどうかについても調査した。実験には，
高校教師 116 名，中学教師 40 名，小学校教師 50 名が参加した。本発表では，この実験のデータ収集方
法，及びデータ分析の結果について報告する。

14:00 – 14:30

自己評価と実際の能力の関係（Ⅰ）
：スポークン・プロダクション
(相川真佐夫)

1076 教室

Self-assessment vs. actual skills: Spoken production
Masao Aikawa (Kyoto University of Foreign Studies)
The research conducted in the study is to compare and verify learners’ self-assessment using CEFR-J (alpha
version) with their actual performance in terms of A1 to A2 levels of spoken production. The method used in this
study consisted of the following steps; (1) learners were asked to choose one from four scales about their degree of
confidence in each descriptor via web questionnaire, (2) they were asked to audio-record their monologues about
simple facts related to their everyday life such as college life and hometown without any preparation; (3) they were
asked to record those after three minutes’ preparation. One of the findings is that the descriptor with the phrase,
“provided I can prepare my speech in advance,” tends to make learners feel easier to perform than one without it.
学習者は自身の発表能力をどの程度把握できているものであろうか。本発表では、CEFR-J(α 版)を用い、
自己診断と実際の能力との間に大きな乖離があるかどうかを調査することで、CEFR-J(α 版)の妥当性を
検証した。方法は、自身の能力をウェブ式アンケートでチェックした後、実際の発話を録音し、比較を
行った。なお、本調査では A1～A2 レベルを対象に、学習者の身の周りの日常生活に関する簡単な事実
（My College Life, My Hometown）についてモノローグを録音したデータを用いた。
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14:30 - 15:00

ディスクリプタに関する専門的意見のヒアリングと CEFR-J の改訂作業
(根岸雅史)

1031 教室

Expert comments and revision of descriptors
Masashi Negishi (Tokyo University of Foreign Studies)
In this presentation, I will report on the development process of the CEFR-J ‘Can Do’ descriptors. In the first phase
of the project, we decided on the branching of lower CEFR levels and on the introduction of Pre-A1 and then we
collected available descriptors from various sources. Having critically reviewed them, we completed the alpha
version of the CEFR-J. Then we checked the consistency of the descriptors by dissecting them into three categories.
We revised the English version based on the feedback from CEFR specialists and this beta version was validated
from multiple perspectives. One of the main validation studies was a students’ self-assessment survey, from which
item difficulties of ‘Can Do’ descriptors were calculated by using IRT. Based on these results, we edited some of
the problematic descriptors and changed the order of some descriptors, which has led to the completion of Version
One.
この発表では、CEFR-J ‘Can Do’ディスクリプタの開発経緯を報告する。本プロジェクトの第 1 段階
では、CEFR の下のレベルのさらなる下位区分と Pre-A1 の導入を決定し、さまざまなところからディス
クリプタを収集した。これらを概観したあと、α 版を確定した。その後、ディスクリプタを 3 つのカテゴ
リーに分解して、一貫性を確認した。この英語版に関して、CEFR の専門家にフィードバックをもらっ
て、改訂を行い、この β 版の妥当性をさまざまな観点から検証した。主要な検証研究の 1 つは学習者の
自己評価調査で、そこから‘Can Do’ディスクリプタの困難度を項目応答理論により算出した。これらの結
果に基づき、問題のあるディスクリプタのいくつかを書き直したり、ディスクリプタの順番を入れ替え
たりし、これをバージョン 1 とした。

14:30 - 15:00

自己評価と実際の能力の関係（Ⅲ）
・リスニング

(椎名紀久子)

1076 教室

Self-assessment vs. actual skills: Listening
Kikuko Shiina (Chiba University)
This study examines whether Japanese learners of English are able to accurately assess their listening
comprehension skills. Twenty-two listening descriptors – two each for 12 levels – are provided in the CEFR-J
(A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2). The CEFR-J is based on the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR). We created a 30-minute-listening test (32 questions) which
checks proficiency for eight of these descriptors at four levels (A2.1, A2.2, B1.1, B1.2). One-hundred thirty six
Japanese high school students and 309 university students participated in the study. The CEFR-J listening test is
statistically highly reliable (ρ=.95）and demonstrates a high level of criterion-related validity（ｒ=.61）against the
TOIEC. Results indicate that the higher the students’ listening comprehension skills are, the more accurately they
can assess their own listening skills. Above a certain stage, however, they start assuming that their listening
comprehension skills are much lower than they actually are. It is possible that the higher the learners’ listening
skills are, the sharper their metacognitive awareness. This is believed to then cause the English learners to lower
their listening proficiency self-assessment.
CEFR-J のリスニング能力記述文開発・検証班（椎名代表、松井、金森、林）は、CEFR の「聞くこ
と」に関する共通参照枠の 6 レベル（A1, A2,B1,B2,C1,C2）を、日本人英語学習者の学習環境に留意し
て 12 レベル（PreA1, A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1, C2）に細分化し、22 の
リスニング能力記述文を開発した。
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本研究では、リスニングにおける「自己評価」（4 段階評価の Can do 調査）と「パフォーマンス」の
関係を観察するために、日本人英語学習者の多くが属すと言われる A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 の 4 レベルに
焦点を絞り、8 能力記述文に関するリスニングテスト(32 問)作成して大学生約 300 名、高校生約 140 名
に試行し、データ分析を行った。その結果、リスニングテストの信頼性(ρ=.95)、TOEIC との基準連関
妥当性(ｒ=.61)が高いこと、リスニング力が高くなるにつれて自己の実力を正確に把握できるようになる
ものの、ある程度以上の実力がつくとメタ認知力が高まり、聞き取れることと聞き取れないことの区別
を明確に意識化するために、実際よりは自己評価を低く見積もる傾向のあることが明らかになった。

15:00 - 15:30

自己評価と実際の能力の関係（Ⅱ）
：スポークン・インタラクション
(根岸雅史)

1031 教室

Self-assessment vs. actual skills: Spoken Interaction
Masashi Negishi (Tokyo University of Foreign Studies)
The aim of this presentation is to report on the research conducted to investigate the relationship between
self-assessment and actual performance of spoken interaction. In order to carry out this research, we first developed
tasks, based on A2.1, A2.2, B1.1, and B1.2 spoken interaction descriptors. Then we analysed the difficulties of
these tasks to see if these difficulties correspond to the original CEFR-J levels. Furthermore, we compared the
learners’ self-assessment and their actual performance. The results seem to suggest that some of the tasks used for
this research were easier than those assigned to lower CEFR-J levels, and that quite a few students underestimated
their ability. A descriptor, which includes a number of variables, is open to broad interpretation, and this might
cause the corresponding tasks to be quite different in terms of difficulty.
この発表では、
「やりとり」の自己評価と実際のパフォーマンスの関係を調べるために行った研究を報
告する。この研究を実施するために、まず A2.1, A2.2, B1.1, and B1.2 の「やりとり」のディスクリプタ
に基づいて、タスクを開発した。その後、これらのタスクの難易度を調べ、もとの CEFR-J レベルにそ
の難易度が対応しているかを見てみた。さらに、学習者の自己評価と実際のパフォーマンスを比較した。
結果としては、本研究で用いられたタスクには、そのタスクの CEFR-J レベルより下の方のレベルのタ
スクより易しいものがあった。また、かなりの生徒が自分の能力を過小評価していたようである。ディ
スクリプタは、いくつもの変数を含んでおり、さまざまな解釈が可能である。それゆえに、対応するタ
スクもさまざまな困難度となる可能性があると考えられる。

15:00 - 15:30

自己評価と実際の能力の関係（Ⅳ）
：リーディング

(高田智子)

1076 教室

Self-assessment vs. actual skills: Reading
Tomoko Takada (Meikai University)
Focusing on upper A through lower B levels of the CEFR-J, this study examined the relationship between
university students' self-assessment of their abilities to perform the reading tasks stated in eight CEFR-J descriptors
and their actual performance on comparable tasks. Although a weak positive correlation was obtained in two cases,
a number of participants overestimated their abilities and a few underestimated in the other six cases. These results
could be attributed to a variety of factors including the participants' limited self-assessment abilities and the
wording of the can-do statements primarily directed at teachers and researchers. Another factor, which is more
crucial for the application of the CEFR-J, is that the validity of the reading tests constructed for this study is
difficult to prove. It raises a tricky issue of conceptualizing the ability of a given level and operationalizing it in the
form of tests or tasks.
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「読むこと」の A1.3 から B1.1 までの 8 つの記述文に関して、大学生 71 名の自己評価と実際のパフォー
マンスの関係を調査した。2 つの記述文において弱い正の相関がみられたが、6 つに関しては実際値より
も過大あるいは過小評価する傾向がみられた。考えられる要因は、限られた自己評価能力や、記述文の
文言の難しさなどであるが、なかんずく重要なのは、記述文に対応するテストを作成しその妥当性を確
保する難しさである。各レベルが想定する能力を概念化し、それをテストやタスクという形で操作化す
る過程において生ずる問題は、CEFR-J 適用の課題となるであろう。

15:30 – 16:00

コーパスに基づいた CEFR-J の単語リストとその他の活用資料
(投野由紀夫)

1031 教室

The corpus-based CEFR-J wordlist and other resources
Yukio Tono (Tokyo University of Foreign Studies)
Since the CEFR-J is a list of ‘can do’ descriptors, we must develop an inventory of grammar and lexis to go with
each CEFR-level descriptor. The English Grammar/Vocabulary Profile by the English Profile Programme and the
British Council | EQUALS Core Inventory for General English are good examples. As accompanying resources for
the CEFR-J, we have developed two kinds of resources: the CEFR-J Wordlist and the ‘Can do’ Descriptor Database
for the CEFR-J. In this talk, I will explain these resources and argue that the use of such resources, together with
other CEFR-related resources, will greatly enhance applications of the CEFR-J into actual classroom practice.
CEFR-J は can do ディスクリプタの集合であるので，その具体的な活用には各ディスクリプタに関連する
言語表現のリストが必要である。ヨーロッパでは英語に関して The English Grammar/Vocabulary Profile (the
English Profile Programme) や the British Council | EQUALS Core Inventory for General English などが開発さ
れてきている。CEFR-J に関しても同様のリソースの開発が望まれる。現在のところ CEFR-J Wordlist と
‘Can do’ Descriptor Database for CEFR-J の２つのリソースが公開予定である。本発表ではこれらのリソー
スの活用によって CEFR-J を具体的な教室での言語活動に資する視点を紹介する。

15：30-16：00

自己評価と実際の能力の関係（Ⅴ）
：ライティング

(中谷安男)

1076 教室

Self-assessment vs. actual skillsⅤ: Writing
Yasuo Nakatani (Hosei University)
Generalizability of writing scales has always been a longstanding concern in L2 writing instruction and assessment.
Thus it is an important question to ask whether the scale of the CEFR-J can be introduced into EFL writing
classrooms in tertiary education. The purpose of the study is to validate the descriptions of the CEFR-J by
comparing them with university students’ actual performance on writing tasks. The focus is on the threshold level:
B1 level. To look into this issue, 65 university students were asked to write on two tasks based on B1 level. The
essays were both holistically and annalistically scored by two experienced native English raters. Then the results of
test scores were compared with participants’ responses to the relevant Can-do statements. Although some students
tended to underestimate or overestimate their performance, it is suggested that the scales can be used for raising
learners’ awareness for their goal setting and diagnostic purposes for specific writing skills.
日本における大学生の英語ライティングの到達目標をどこに、どのように設定するか、これまで必ず
しも明確ではなかった。本研究では CEFR でも閾値とされる B1 レベルに焦点を当て、学習者がこのレ
ベルを達成できると考えているのか、さらに実際のライティングで到達できるか調査を行った。大学生
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65 名の被験者を対象に、CEFR-J に準じて構築された Can-do リストを使いライティング B1 レベルに
対する認識を調査した。次に、B１レベルの 2 つのライティング・タスクを実施した。評価は Cambridge
ESOL の評価基準と CEFR に準じたものを使い、英語母語話者 2 名に採点してもらった。結果として
CEFR-J の B1 の記述に関する認識と、実際のライティング・タスクの成果には、ある程度の整合性があ
ること確認できた。今後 CEFR-J は、学習者の目標の設定や各自の診断に活用できることが示唆された。
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3 月 10 日（土）テーマ別ワークショップ

10 March, 2012
11:05 - 11:55
① Pre-A1 レベルの指導法

(高橋美由紀)

1086 教室

CEFR-J の Pre-A1 レベルは、日本の小学校外国語活動を考慮して、本科研が独自に設置したものである。
「コミュニケーション能力の素地を育成する」ことを目標としている外国語活動において、「言葉」の意図を相手
に正しく伝えるためには、Pre-A1 に掲げているスキル面での内容について指導する必要がある。ワークショッ
プでは、「新英語ノート」“Hi, friends!”を活用して、児童に適した「リスニング」「スポークン・インタラクション」を
中心にした指導の方法を紹介し、チャンツやゲーム等の具体的な活動を体験して頂く。
② スポークン・インタラクション (B レベル)

(尾関直子)

1087 教室

スポークン・インタラクションは，第 2 言語習得の根幹をなす最も重要な活動であり，授業において中心となる
べき活動であると考えられる。また，スポークン・インタラクションの活動は，Communicative Language
Teaching や Task-Based Instruction を取り入れやすい。シラバスが What the students are learning を示してい
るとすれば，ディスクリプタは Why they are learning に答えているものと考え，タスクは How they are learning
の１例を示すものと考える。このワークショップでは，How に重点を置き，B レベルのさまざまなタスクを考え
る。
③ リスニング（A レベル） （椎名紀久子）

1095 教室

聞いたことのないことばを急に話し出す人はいないように、リスニングはコミュニケーションの根幹をなす重要
なスキルである。しかし「何をもって『聞けた』と判断するか」となると、その共通認識は実に曖昧模糊かつ多様
で、どのレベルであれば、どのような指導目標を立てることが可能で、どう指導し、どう評価すればよいかの基
準も明確ではない。本ワークショップでは、信頼性が高いことが実証された CEFR-J リスニングテストの問題例
を使って、高校生、大学生が困難を感じた A レベルの能力記述文の特徴を見ながら、A レベルのリスニング
の指導法、A レベルの壁を破って B レベルまで伸ばすためのコツについて、協働作業を通して一緒に探りた
い。

12:00 - 12：50
④ A1 レベルの指導法

（高田智子）

1086 教室

前半：CEFR-J の A1 レベルは学校教育における英語教育が前提であることをふまえ、次の３つの観点から指
導例を紹介する。(a) CEFR-J を文法シラバスと共存させる (b)現実の言語使用場面を取り込む (c) 現在の
教育実践をより強化する。
後半：CEFR-J は指導法を束縛するものではなく、指導者の創意工夫を促すものであるという視点にたち、参
加者は CEFR-J 記述文を１つ選んでタスクを作成する。
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⑤ スポークン・プロダクション （B レベル）

（笹島茂）

1087 教室

CEFR における B レベルは「自立した言語使用者(independent user)」を指している。CEFR６レベルの中でも
幅広い能力を表す領域であり、「発表」という技能を指導する場合、言語的能力（語彙、文法、発音など）だ
けで判断するには限界がある。コミュニケーション能力、社会言語的能力などを総合して考える必要がある
だろう。また、「発表」活動に関しては、時間と手間はかかるものの取り組みやすく意欲を引き出せる活動であ
るが、一歩間違うと面倒な活動で避けてしまう活動となる可能性がある。本セッションでは具体的に CEFRJ を
どのように利用し活動を図るかということを具体的に考えてみたい。
⑥ リスニング （B レベル）

（松井順子）

1095 教室

本ワークショップでは、はじめに CEFR 及び CEFR-J の B レベルのリスニング・ディスクリプタを確認し、ディス
クリプタに沿ったテストやタスクを実際に作成する。テスト・タスク作成時の注意点をまず検討する（例：速度、
内容、長さ、文法、語数、語彙の難しさ、質問・要求の数、常識など、リスニング以外をテストしていないかどう
か、文脈で解答がわかってしまわないかどうか、リンキング・同化・弱化・脱落・成節子音化などが起こってい
ないか、イントネーション、英語の方言、男女・人種・信条・年齢・地域・職業・好みなどに左右されない公平な
問題であるかどうか等）。例えば、同じ 5 語文でも、1. John gave the baby food. と John'll gediz way.（John
will get his way.) では、難しさが全く違う。問題を作成後、CEFR や CEFR-J とのマッピングを行うことが望まし
い。現場での問題・タスクの作成の難しさと問題・タスクを複数年に亘って改良していく可能性について検討
する。

14：00 - 14：50
⑦ A２レベルの指導法

（緑川日出子）

1086 教室

CEFR-J: A2 レベルは日本の学校英語教育の中では中学 2 年生程度の言語材料と既習の語句を、身の回り
という限定的なコンテクストではあるが必要に応じて使えるというレベルである。このレベルは、現在の学校英
語教育の中でも十分に実現可能な指標である。ただし、CEFR は言語運用を目的とした到達指標であるから、
教室においても英語を使わせる機会をいかに増させるかが指標到達への鍵になる。Ａ２レベルを小学校 5－
6 年生の到達指標と位置づけているフィンランドの検定教科書の扱いも参考にしながら、言語運用能力を高
めるための指導法をみなさんと共に追求していきたい。
⑧ スポークン・インタラクション(A レベル)

（尾関直子）

1087 教室

スポークン・インタラクションは，第 2 言語習得の根幹をなす最も重要なスキルであり，授業において中心とな
るべき活動であると考えられる。また，スポークン・インタラクションの活動は，Communicative Language
Teaching や Task-Based Instruction を取り入れやすい。シラバスが What the students are learning を示してい
るとすれば，ディスクリプタは Why they are learning に答えているものと考え，タスクは How they are learning
の１例を示すものと考える。このワークショップでは，How に重点を置き，A レベルのさまざまなタスクを考え
る。
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⑨ リーディング（A レベル）

（高橋美由紀）

1095 教室

CEFR-J のリーディングスキルにおいて、A レベルでは、学習者の日常生活場面での情報や、彼らの興味関
心のあるトピックで扱われている文章を理解できることが目標となる。
ワークショップでは、(1)「絵本」や「新英語ノート」“Hi, friends!”を活用して、アルファベットの文字指導や語彙
指導、(2)音声教材や視覚教材を使用したリーディング指導、(3)教科書等のリーディング教材をコミュニケー
ション活動の授業に使用するための有効なリーディング指導について、具体的に体験して頂く。

⑲ CEFR-J 入門 （トニー・グリーン） 14：00 ～ 15：45
A brief introduction to the Common European Framework of Reference

1096 教室

The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) (Council of Europe [CoE], 2001)
offers ‘a common basis for the elaboration of language syllabuses, curriculum guidelines, examinations,
textbooks etc.’ (CoE, 2001: 1). It is clear that the appeal of the framework now extends beyond Europe and
users from around the world feel the need to engage with the framework either because it can offer them
guidance or because they are compelled to by external agencies, or both.
In this workshop, I will introduce delegates to the use of the CEFR as a versatile heuristic tool that will allow
for and capture ‘the possible diversity of learning aims and the variety to be found in the provision of teaching’
(CoE 2001: 138). It is emphasised throughout the CEFR that it is a resource for consultation that ‘can be
applied, with such adaptations as prove necessary, to particular situations’ (CoE 2001: 7).

14：55 - 15：45
⑩ B1 レベルの指導法

（笹島茂）

1086 教室

CEFR の全体的な能力の B1 は、「仕事、学校、娯楽などのごくふつうの内容の要点は理解でき、旅行してい
るときなどのふつうの状況には対処できて、個人的にも関心のある話題に関して簡単な文章は書けて、個人
にかかわる話題ならばふつうには話せる」というようなレベルを想定している。厳密にそれぞれの技能がどの
程度あるかを測定することを別にすれば、大雑把に日本人英語学習者の多くはこの程度の能力を目標とす
ることがおそらく妥当であろうと考えられる。その点を踏まえて、様々な場面で CEFR-J をどのように意識して
具体的に指導を組み立てるかについて考えを共有したい。
⑪ スポークン・プロダクション （A レベル）

（相川真佐夫）

1087 教室

発表能力は発信型英語教育において、大きな役割を果たす能力である。中学校学習指導要領では、「自分
の考えや気持ち、事実などを聞き手に正しく伝えること」や「与えられたテーマについて簡単なスピーチをす
ること」という運用能力を求めており、高等学校においても、情報や考えなどを適切に伝える能力を求めてい
る。英語を使用する機会のない EFL 環境の中、最もレベルの向上が難しい能力の一つであると考えられる。
本ワークショップでは、CEFR-J の A レベルを使って、発表能力を学習初期から積み上げていけるような指導
方法の提案を行い、有用性や応用方法を参加者の皆さんと考えたい。
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⑫ リーディング （B レベル）

（根岸雅史）

1095 教室

このワークショップでは、主に 3 つの活動を行う。まず、CEFR リーディングの A, B, C のレベルに相当するテ
キストがどのようなものか、テスト・教材・オーセンティック・テキストを参照しながら、およそのイメージをつかむ。
次に、CEFR-J の B レベルのリーディング・ディスクリプタがどのようなものか、実際に活動を行いながら概観
する。最後に、既存のディスクリプタをもとにオリジナルのディスクリプタを作り、発表する。

16：00 - 16：50
⑬ B2 レベルの指導法

（緑川日出子）

1086 教室

CEFR:B2 レベルは、５つのスキル（発表、やりとり、読むこと、聞くこと、書くこと）において、英語話者とほぼ同
等に英語を用いることができるレベルであり、日本人でこのレベルの能力を有しているのは、英語圏への留学
経験者か、現在英語を仕事に用いている人でもすでに高い運用能力を有するものに限られるであろう。この
ように高いレベルをどのように指導することで養うかについて、教室指導は現在では大学の外国系専門学科
でも養成が難しい可能性がある。ここでは、B2 レベルを高等学校教育の出口レベルと設定しているフィンラン
ドの検定英語教科書とその扱いについて検討しながら、指導方法を考えたい。
⑭ C1/C2 レベルの指導法

（寺内一）

1087 教室

CEFR-J において、C レベルというのはどのようにとらえたらよいのか。本セミナーの前半では、「ジャンル」とい
う概念をキーワードにして、まずは「プレゼンテーション」というジャンルを提示する。後半では、その提示され
たプレゼンテーションの「タスク」を参加者自ら考えていただく。
⑮ ライティング （A レベル）

（川成美香）

1095 教室

日本人の平均的英語力は、CEFR の 6 段階評価では、中学校 3 年間はすべて A1、高校 3 年間がすべて A2
になると懸念される。CEFR-J では、日本の中学校、高等学校レベルに関連するレベルとして、A1 を 3 レベル
に、A2, B1, B2 をそれぞれ 2 レベルに細分化し、さらに小学校英語教育の現状を鑑み、PreA1 レベルを新た
に設定している。本ワークショプでは、まず、CEFR で求められている A レベルのライティングに関する能力記
述を、CEFR-J ではどのように具体化しているかを報告する。また、CEFR 準拠のイギリスの教科書では、A レ
ベルのライティングのタスクや評価などがどのように扱われているかを紹介する。そのうえで、日本の EFL コン
テクストでの CEFR-J の試用を前提に、A レベルではどのようなライティング活動を実践したらよいか、参加者
の皆さんにタスクなどを考えていただく。
⑯ CEFR を用いたテスト開発 （ニール・ジョーンズ）

16：00 ～ 17：45

1096 教室

How to develop tests using the CEFR
This workshop will outline stages in test development, making particular reference to the Manual for test
developing and examining compiled by the Association of Language Testers in Europe (ALTE) for the Council
of Europe. At this outline level the workshop will identify the range of issues to be addressed at each stage,
each of which impact on the validity and usefulness of the final test.
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16：55- 17：45
⑯ CEFR-J を用いた語彙指導

（投野由紀夫）

1086 教室

CEFR-J を用いた語彙指導には，can do ディスクリプタと語彙とのマッチングのイメージを的確に描くことが重
要である。このワークショップではディスクリプタから想像する言語活動とその語彙に関してのディスカッション
をベースに，言語能力の核になるコア・ボキャブラリーの概念と意味・機能別に語彙を整理する方法，また中
核の語彙と周辺の語彙を効果的に組み合わせて，受信と発信の両面を考慮した総合的な英語語彙力をつけ
ていく指導のポイントを解説する。
⑰ CEFR-J を用いた文法指導

（村野井仁）

1087 教室

CEFR-J の枠組みの中で、文法を英語教師(特に中高英語教師)がどのように教えるのが効果的なのか、以下
の点から検討したい。
①CEFR-J 各レベルでどの文法事項が目標言語項目となるのか(Core Inventory の検討)、
②日本人英語学習者にとって習得困難な文法事項は何か、
③文法指導はどのようなプロセスを促すべきなのか（形式・意味・使用マッピング、自動化）、
④CEFR-J の記述に合わせた文法指導の例(CLIL の要素を入れた文法指導)
⑬ ライティング （B レベル）

（中谷安男）

1095 教室

CEFR-J のライティングスキルにおいて、Bレベルからは単なる正確な英文の作成だけではなく、談話における
一貫性（Coherence）の構築も目標となる。ワークショップではこの点に注目し、学習者に談話の一貫性のある
英文を書かせるには、どのような指導が必要になるのか考察を行う。具体的には、効果的なパラグラフを書くた
めのムーブの構築と、情報の配置について確認する。特に、各文を結び付けて文章に流れを作るストラテジ
ーや、読者に注意を喚起してうまく誘導するためのストラテジーを活用した読みやすい英文作成のアプローチ
を体験する。
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発表資料

Keynote speech 1

The CEFR for English: English Profile
Tony Green, University of Bedfordshire, UK
One of the principal aims of the Council of Europe in publishing the Common European Framework
of Reference for Languages (CEFR) in 2001 was to provide a shared reference tool, a ‘lingua franca’
in the modern languages field to support language courses, curricula, syllabuses, teaching and
learning materials, tests and assessment systems, thus enhancing comparability and transparency.
Since the CEFR is not language specific, this aspiration can be achieved to its full extent with the
exemplification of the CEFR in individual languages, i.e. with the development of reference level
descriptions (RLD) in national and regional languages. The RLD are meant to provide detailed
information about the language that learners can be expected to demonstrate at each level, offering a
clear benchmark for progress that will inform curricula development as well as the development of
courses and test material to support learners, teachers and other professionals involved in the
teaching of foreign languages. In this presentation I will introduce an RLD programme for English:
the English Profile. I will focus particularly on the functional (Can Do) aspects of language use that
are central to the CEFR project.
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Keynote speech 2

The CEFR and its impact on learning: the Asset Languages case study
Neil Jones, Cambridge ESOL, UK

Asset Languages is an alternative assessment framework developed by Cambridge ESOL
for UK schools. By referencing the CEFR it seeks to define meaningful proficiency levels, reward
partial competences, and provide motivating progression through positive achievement of small steps,
expressed in functional ‘can do’ terms.
I will use the Asset Languages experience to present the CEFR as a potential positive force in
language learning, and attempt to illustrate practically how the CEFR’s model of learning can be
used and adapted in designing a programme in a given context.
I will discuss the role of assessment, and describe complementary roles for formal assessment and
classroom testing.
Finally I will consider how forms of assessment impact on what is taught and what is learned,
recognising that assessment can be either part of the problem or part of the solution.
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基調講演３

英語教育政策におけるＣＥＦＲ－Ｊの先見性の意義
小池

生夫

本講演は我が国の外国語教育、とくに英語教育の改善にあたり、従来我が国ではなかった CEFR-J、
つまり「外国語の学習、教授、評価のための欧州共通基準枠組みの日本版」を作製し、多くの方面での
検討、利用の先見性への意義を述べるものである。
我が国の英語教育政策の基準は学習指導要領という法律である。その内容は、小学校、中学校、高等
学校の学校教育における外国語科目を規定している。その視点は、コミュニケーション能力の上達、言
語や異文化の理解、積極的な態度の育成である。これは教授者、学習者の立場からの視点であるが、ど
ちらからいうと、下限を示した教授者の指導理念、指導内容が中心である。学習指導要領は平均１０年
に一度の改正を繰り返し、その度により communicative な方向に進んでいる。
問題は、世界で急速に広がっているグローバル化、情報世界に対応できる「グローバル人材」の育成
への視点が欧米、韓国、中国、台湾などアジア諸国の外国語教育政策に比して、我が国は言語材料等の
面でレベルが劣っていることである。すでに過去２０年にわたり語彙数、検定教科書の量がこれらの国
に比べて半分程度であり、また直接教授法が下級学年においてのみ主流であり、中、上級学年は英文和
訳の伝統的教授法が中心である。この際、世界的な視野で、我が国の未来を見据え、外国語教育の抜本
的改革に取り組むべきである。
では、どうしたらよいか。私は 1975 年米国から帰国以来、この問題に長く、積極的にかかわり、我が
国の外国語、特に英語教育政策の改革の設定に関わってきた。しかし、いまでも改革への流れは緩慢で
ある。特に今世紀になって急激に顕在化してきた情報革命、科学技術の進化と経済事情の変化は日本人
を否が応でも外国へ進出し、国内の国際化を図るようにさせている。とくに高度の英語コミュニケーシ
ョン能力の養成が一国ベースにとどまらず、汎欧州、汎アジア、汎太平洋地域等に共通するコミュニケ
ーション語として基盤を醸成する状況である。私は故あって３０年前から注目してきたが、英国を中心
とする communicative approach を含む欧州全域に及ぶ欧州協議会（Council of Europe）の活躍は人類
全体に共通の言語コミュニケーション能力をできるだけ多くの人々に養成する意義をもち、私たちの共
感を得るものであった。
戦後すぐ立ち上げた one greater European nation を目指す欧州のほとんどの国の外相会議体である
欧州協議会が目指す目的は、欧州におけるすべての人の人権を守り、民主主義を守り、人類の平等、公
正、大義を目指す、そのために特に重要行動目標として選んだ政策は、より多くの欧州人に複言語主義
と複文化主義に基づく現代語教育（modern language education）であった。
この問題は我が国にとって無関係であろうか。私たちはグローバル社会が地球を覆う時代に突入し、
ますますその傾向を強める以上、その道から外れるものではない。すでに諸外国に比して、政治の混迷、
企業の劣勢、内向き傾向の若者たち、経済の流通等の多くの問題にコミュニケーション能力と態度のひ
弱さが絡んでいるでいるのではないか。度々の欧州訪問の度に日本の英語とその他の外国語教育の低調
に危機感を覚えた。英語コミュニケーションの消極性、議論での説得力、反撃力、複数言語力、多様性
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に対応するグローバル人材の少なさ、その養成にかかる１０年から２０年と言う長い年月、英語が憧れ
の Queen’s English, American English から国際共通コミュニケーション言語への価値観の変化など、私
たちの眼前にある問題はあまりにも大きい。
そのようなさまざまな問題を是正するかなり有効な方向として、小池科研、投野科研と８年を費やし
て、ここに提案する CEFR-J は、以上述べた理由によるものである。
そのメリットとしてこれを研究し、提案する理由は以下の通りである。
１．

世界の人類に平等な人権を維持する。公正、大義、民主主義の精神を共通基盤とする。これは

現代語教育にとって基本であり、グローバル世界に適切な根本的原理である。日本の学習指導要領と
何ら抵触するものではない。
２．

世界でもっとも大きな影響力を持つ言語は「国際共通言語としての英語」である。

３．

その他の言語の教育を含む共通の到達目標を設定し、それも３段階、その下位区分の６段階と

いう一般人が適当であると納得しやすいディスクリプタ（言語能力記述文）を採用し、教授者、学習
者、評価者いずれにも、proficiency 能力をわかりやすく、利用しやすい。
４．

既存の国際的、国内社会でも定着している複数の英語コミュニケーション能力テストと

compatible である。信頼性が高いことを示唆する。
５．

CEFR（Common European framework of reference for languages; Learning teaching, and

assessment, Cambridge University Press, 2001）は Council of Europe によって公式に作成、使用
されているが、そのなかで国、民族文化、言語の特性を考慮して descriptor の表現を個々の到達目
標内で若干変更する自由を認めている。ただし、審査をし、公正に各国版を認めている。また CEFR
が人類のために欧州以外にも広く使用を歓迎している。
６．

すでに欧州各国以外に、アジアでは中国、韓国、台湾、香港、シンガポール、その他の国が直

接、間接に言語教育の質向上のために国家政策の策定に利用している。
７．

日本では、国際交流基金（日本語）
、東京外大（日本語教育センター）
、茨城大学（英語）、東海

大学（英語）
、その他若干の大学（英語、フランス語、ドイツ語）
、明海大学（中国語）、若干の SEL-Hi
高校など（英語）、大学英語教育学会、ドイツ語教育学会、フランス語教育学会等の諸学会が検討を
おこなっている。
８．

文部科学省は先に英語教育政策「英語が使える日本人」の育成のための行動計画における英語

教員の英語力到達目標を設定したが、さらに「５つの提言」における第１提言でＣan Ｄo 方式によ
る descriptor 方式による到達目標を学習の一貫制を支援するために政策、指導用マニュアルを作成
し、さらに文科省としての descriptor 表を作成する方向に進むとしている。この方向は望ましい。
９．

現場で英語教員が指導上作成するには、メリットとデメリットがある。

１０．小学校から大学まで一貫して学習者個人の外国語コミュニケーション能力の到達目標を設定し、
その目標が世界と共用できる descriptor（言語能力記述文）リストとして作成、利用される必要がある。
さもないと単なる学内指導だけの意義になる。CEFR-J はすくなくとも、国際基準に耐えられ、日本
の学校教育での英語教育を念頭において作成したものである。
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研究報告

CEFR-J: Its design and compilation process
Yukio Tono (Tokyo University of Foreign Studies)

1. Rationale
2. Design of the CEFR-J
3. Compilation process and methods
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研究報告

CEFR-J descriptors and Japanese learners’ self-assessment of their abilities
— Based on Item Characteristic Curves (ICC)
Michiko Nakano and Hajime Terauchi
CEFR-J descriptors (beta version) were distributed among Junior High School Students, High School Students and
University Students in Spring, and Summer 2011. The purpose was to elicit their self-assessment of their English
abilities in the area of Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Presentation and Writing. Their responses
were used to examine CEFR-J descriptors in terms of difficulty, discrimination and a learner’s ability, based on
two-parameter logistic model in Item Response Theory.

In particular ICC curves were useful to check whether

our descriptors reflect our learners’ self-assessment.
We had 5468 participants: 1685 junior high school students, 2538 high school students and 1245 university
students.
above.

Junior high school students responded to 12 items from pre-A1 to A2.2 in each of the 5 areas mentioned
High school students and university students responded to 22 items from pre-A1 to C2 in the five areas

whose descriptors we proposed as beta version.

Over-all assessment among 5468 participants
The following ICC curves indicate that our descriptors are appropriate among Japanese learners as a whole except
for pre-A1 in listening, B1.2 in reading, A1.1 in spoken interaction, and A2.2 in spoken presentation. The
appropriateness of descriptors suggests that ICC curves should not be crossed and that they should not be
overlapping.
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Spoken Production
1
0.9
PreA‐1

0.8

A1.1
0.7

A1.2
A1.3

0.6

A2.1
0.5

A2.2
B1.1

0.4

B1.2
0.3

B2.1

0.2

B2.2
C1

0.1

C2

‐3
‐2.8
‐2.6
‐2.4
‐2.2
‐2
‐1.8
‐1.6
‐1.4
‐1.2
‐1
‐0.8
‐0.6
‐0.4
‐0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3

0

Writing
1
0.9
PreA‐1

0.8

A1.1
0.7

A1.2
A1.3

0.6

A2.1
0.5

A2.2
B1.1

0.4

B1.2
0.3

B2.1

0.2

B2.2
C1

0.1

C2

‐3
‐2.8
‐2.6
‐2.4
‐2.2
‐2
‐1.8
‐1.6
‐1.4
‐1.2
‐1
‐0.8
‐0.6
‐0.4
‐0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3

0

In what follows, we report self-assessment data among junior high school students, high school students, university
students separately.

As you can see below, our analysis based on the three institutional levels indicates somewhat

different picture from our over-all analysis: more ICC curves are crossed or overlapped.

We have reported the

ICC analysis, suggesting some modification of descriptor wordings and some re-consideration of the level orders of
descriptors.
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研究報告

ディスクリプタに関する専門家的意見のヒアリングと
CEFR-J の改訂作業 資料
根岸雅史(東京外国語大学)
Results of self-assessment of a listening ‘Can Do’ questionnaire by university students
レベル

項目番号

回答率

正答率

標準偏差

識別力

困難度

PreA1

3-1

0.998

0.859

0.348

1.529

-1.879

PreA1

3-2

0.994

0.786

0.411

1.135

-1.509

A1.1

3-3

0.990

0.865

0.342

2.199

-1.720

A1.1

3-4

0.990

0.880

0.325

1.738

-1.991

A1.2

3-5

0.982

0.859

0.349

2.247

-1.661

A1.2

3-6

0.985

0.783

0.413

2.224

-1.132

A1.3

3-7

0.978

0.588

0.492

2.299

-0.181

A1.3

3-8

0.981

0.701

0.458

1.746

-0.750

A2.1

3-9

0.982

0.746

0.436

1.703

-1.019

A2.1

3-10

0.986

0.784

0.412

2.186

-1.140

A2.2

3-11

0.985

0.761

0.426

2.169

-1.006

A2.2

3-12

0.987

0.661

0.473

1.720

-0.559

B1.1

3-13

0.985

0.743

0.437

2.043

-0.931

B1.1

3-14

0.987

0.486

0.500

2.018

0.243

B1.2

3-15

0.986

0.508

0.500

1.843

0.141

B1.2

3-16

0.989

0.532

0.499

1.829

0.043

B2.1

3-17

0.993

0.321

0.467

1.755

1.038

B2.1

3-18

0.995

0.400

0.490

1.548

0.663

B2.2

3-19

0.988

0.204

0.403

1.456

1.870

B2.2

3-20

0.989

0.215

0.411

1.412

1.799

C1

3-21

0.989

0.151

0.358

1.365

2.354

C2

3-22

0.992

0.137

0.344

1.211

2.606
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An example of item characteristics curves of
listening ‘Can Do’ items by university students
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研究報告

自己評価と実際の能力の関係（Ⅱ）：スポークン・インタラクション

資料

根岸雅史（東京外国語大学）

A2.1 descriptor: first や then, next といった簡単なつなぎ言葉を使って、道案内をすることができる。
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A2.2 descriptor: 予測できる日常的な状況（郵便局・駅・店など）ならば、広範囲な簡単な語や表現を用
いてやりとりができる。
［受験者用シート］

あなたは、現在家族と一緒にアメリカに住んでいます。
今日は、かわいい弟の龍（Ryu）くんの５歳の誕生日！
あなたは大好きな龍くんのために、オリジナルのケーキを作ってもらうことになりました。
お母さんの出した条件に合うように、ケーキ屋さんに注文しましょう。

予算は＄３０。
４人家族で食べられるくらいの大きさ。

お店に入ると、店員さんから話しかけられます。
相手に何が欲しいかを伝えましょう。
無事に誕生日ケーキを買うことができたら、タスク終了です。
［試験で使用するシート］
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B1.1 descriptor: 身近なトピック(学校・趣味・将来の希望)について、簡単な英語を幅広く使って意見を
表明し、情報を交換することができる。

Instruction
今度留学生が来るのであなたたちは学校代表として学校紹介のプレゼンテーションをすることになりま
した。この学校のアピールポイントをまずできる限り多く挙げ、そのあとでどのポイントを取り上げる
か１つ決めましょう。
＜設定＞

試験官は ALT の先生役。被験者は生徒 2 人。
最長で 10 分。

B1.2 descriptor: 駅や店などの一般的な場所で、間違った切符の購入などといったサービスに関する誤り
などの問題を、自信を持って詳しく説明することができる。相手が協力的であれば、丁寧に依頼したり、
お礼を言って、正しいものやサービスを受けることができる。
TASK シート（女性受験者用）
【Direction】
あなたは鈴木明子さんです。あなたはある海外のインターネットショッピングのサイトで洋服を買い
ましたが、注文するときに間違えてしまったらしく、欲しいものとは全く違うものが届いてしまいまし
た。そこで、カスタマーサービスセンターに電話して、返品交換してもらえるよう頼みましょう。


住所や電話番号などの情報は、Invoice に書かれているものを使用してください。



欲しい商品は、カタログから選んで自分で決めてください。
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≪今回間違えて購入してしまった商品≫
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【Rasch 分析による、達成度を用いたタスクの難易度】

B1.1

A2.1
B1.2
A2.2
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研究報告

自己評価と実際の能力の関係 (V) :ライティング

資料

中谷安男（法政大学)
1. Writing Tasks
(40 minutes)
Question 1
Tom is an exchange student from England. He asked you how to find a book for reading homework.
Write an e-mail to him. In your e-mail you should explain
・where is the library
・how to find a book
・how to borrow the book
Write 40-50 words on your answer sheet

Question 2
Please write a story which begins with this sentence:
I had a real surprise when I read the newspaper article.
Write your answer in about 100 words.
2. General Marking Scheme for Question 1
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（PET Handbook for teachers Level B1）

3. General Marking Scheme for Question 2（PET Handbook for teachers Level B1）
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4. Specific Marking Schemes for Question 1 & 2
(CEFR for Languages: Learning, teaching, assessment. C.U.P)

5
4
3
2
1

8

7
6
5
4
3
2
1
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8
7
6
5
4
3
2
1

5. CEFR-J Writing
B1.1
I can write a description of substantial length about events taking place in my immediate
environment (e.g. school, workplace, local area), using familiar vocabulary and grammar
I can write coherent instructions telling people how to do things, with vocabulary and grammar of
immediate relevance.
B1.2
I can report the outline or basic content of newspaper articles and movies, expressing my own
opinions, using nontechnical vocabulary and less complicated sentence structures.
I can write narratives (e.g. travel diaries, personal histories, personal anecdotes) in several
paragraphs, following the order of events. I can write personal letters which report recent events in
some detail.
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The CEFR-J Wordlist and other resources
Yukio Tono (Tokyo University of Foreign Studies)

1. The CEFR-J Wordlist
The wordlist is based on the analysis of major English textbooks used in Asian regions: China, Korea
and Taiwan. The original research was conducted as a part of the previous Kaken projects. These
countries/regiosn were homogeneous in the sense that they all introduced English from primary
school, and in EFL contexts similar to Japan. Since Japan has not formally introduced English
teaching at primary school level yet, we did not include the Japanese textbooks into our database. We
divided the textbooks into the following five sub-categories based on the roughly assigned CEFR
levels:
Pre-A1 corpus: Primary school Grade 3 – 6
A1 corpus:
Lower secondary school Grade 1
A2 corpus:
Lower secondary school Grade 2 – 3
B1 corpus:
Upper secondary school Grade 1 – 2
B2 corpus:
Upper secondary school Grade 3
Then we decided the CEFR level of vocabulary by extracting words that appear at a certain CEFR
level onwards. By limiting the vocabulary to those which appeared across all the subsequent levels of
textbook corpora, we excluded the vocabulary which might have appeared incidentally. It also
prevents us from expanding the wordlist endlessly and makes our wordlist more realistic and usable.
Table 1 shows the number of words that actually occurred in each sub-corpus.
Table 1: CEFR-J Wordlist development

Altogether, there were 5,639 words covering Pre-A1 to B2 levels. The number is rather modest, but
this vocabulary is an essential set in the sense that all three region textbooks covered this vocabulary
at specific CEFR levels. Now we are preparing the wordlist in such a way that we present each unit
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of the wordlist by 1,000 word range for the sake of convenience, and present 1,000 words for the
first two levels (PreA1 & A1; A2) and additional sets of 2,000 words for B1 and B2 respectively,
totaling 6,000 words. This number is a realistic goal for average learners of English as we mentioned
earlier. We recommend that the first 2,000 words should be used as productive vocabulary, while the
other 4,000 could be first learned as receptive vocabulary and gradually shifted toward productive
knowledge.
We developed the wordlist with additional features, which is the assignment of general as well
as specific notion tags to each word. This is based on the Core Inventory developed by the British
Council and the T-series. We plan to annotate the noun list with these notion tags so that the
end-users can extract the data based on the notion categories (See Figure 1).

Figure 1: General/Specific Notions of Words
2. The ‘Can do’ Descriptor Database for the CEFR-J
The ‘Can-do’ Descriptor Database is based on the analysis of can-do descriptors collected from
various versions of the European Language Portfolio. Altogether, more than 2,800 can-do descriptors
were examined. Duplications were removed and very similar descriptors were merged into one.
Finally, we had a list of 647 descriptors and then translated them into Japanese. This list will help
curriculum or syllabus designers to have more specific images about what each CEFR level learners
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can do. There is no such list available so far in Japan, and we hope that this kind of database would
be very useful to ensure smooth implementation of our framework into Japanese education system.
The final image of the database is illustrated in Table 2. We can extract can-do statements with
Japanese translations in a very flexible manner, limiting the search to either CEFR-levels or skill
levels or both. For A1 and A2 level descriptors, two versions of translations are provided; one for
general users and the other for younger learners. This aims to support teachers and syllabus/materials
developers who intend to apply our framework to primary education and teaching English to kids.
Table 2: Extracting ‘can do’ lists from the Database

The CEFR-J Wordlist and the ‘Can do’ Descriptor Database will be released soon after the public
release of CEFR-J Version 1. Together with more generic English reference level descriptions such
as the English Grammar & Vocabulary Profile and the Core Inventory of General English, we hope
that our resources will also provide clear ideas for teachers and syllabus/materials designers in their
tasks/materials development.
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ワークショップ

Pre-A1 レベルの指導法

資料

高橋美由紀（愛知教育大学）
Pre-A1 レベルは、日本の小学校外国語活動を考慮した指導を行う必要があり、その目標でもある「コ
ミュニケーションの素地を育成する」ことと、
「中学校英語教育へ円滑に繋げる」ための活動を行うこと
がポイントである。
文部科学省作成の「新英語ノート」
“Hi, friends!”は、
「ゲーム等の中で聞いたり話したりする活動」、
「聴
く活動」、「慣れ親しんだ表現を使ってコミュニケーションする活動」、「チャンツや歌（繰り返し聞いた
り言ったりして、表現に慣れ親しむ活動）」を中心にした指導を行う内容となっている。ワークショップ
では、
“Hi, friends!”の活動における指導例、その指導に効果的だと思われるテキスト教材、“Hello, kids！”、
“Sunshine Kids” 等を使用して、以下のスキル別に様々な活動を紹介する。
「聞くこと」
－ゆっくりはっきりと話されれば、日常の身近な単語を聞き取ることができる。
【Fruits Chats】
Oranges, oranges, apples, apples, cherries, cherries, bananas, bananas.
Pears, peaches, pears, peaches, pears, peaches, pineapple.
Pears, peaches, pears, peaches, pears, peaches, pineapple.
Strawberries, strawberries, mangos, mangos, grapefruits, grapefruits, persimmons, persimmons.
Lemons, melon, lemons, melon, lemons, melon, watermelon.
Lemons, melon, lemons, melon, lemons, melon, watermelon.
Hello, ×.

Hello, ×.（×＝Clap 以下同）

May I help you, ××.
Five apples, please, ×. Five apples, please, ×.
Here you are. Thank you. Here you are. Thank you.

（Hello, kids! book 1:24

CD 72）

【Sunday, Monday, Tuesday】
Sunday,
Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday, Thursday,
Friday, Saturday,
Sunday comes again.
（Hello, kids! book 1 : 20 CD62）
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Billy:

How many classes do you have
on Monday?

Kenta: I have six classes.
Billy:

What subjects do you have
on Tuesday?

Kenta: I have Math, Social Studies,
Japanese, P.E., English, and
Club Activities.
（Sunshine Kids book 2:20-21 CD 39）

「読むこと」－ブロック体で書かれた大文字・小文字がわかる。
【ABC Chants】
A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P,
Q, R, S & T, U, V.
W & X, Y, Z.
（Sunshine Kids book 2:20-21 CD 39）

「やりとり」－一般的な定型の日常の挨拶や季節の挨拶をしたり、そうした挨拶に応答したりすること
ができる。（Hello, Kids！

Book 1:6-7）
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「発表」－簡単な語や基礎的な句を用いて、自分についてのごく限られた情報（名前、年齢など）を伝
えることができる。
【自分のことについてスピーチしよう】（メモ）（Sunshine Kids book 2:40-41 CD 70）
Hi, everyone.
My name is
年 I’m

誕生日（Birthday）My birthday is

才

I’m in the

grade. I go to

住んでいるところ

Elementary School.

月
小学校

日
年生

I live in

好きなもの

I like

嫌いなもの

I don’t like

クラブ活動や習い事 I’m in

(the baseball club.)

なりたいもの

I want to be

理由

行きたい国

I want to go to

理由

Thank you.

「書くこと」－単語のつづりを一文字ずつ発音されれば、聞いてそのとおりに書くことができる。また、
書いてあるものを写すことができる。
【英語でカードを書いてみよう】
★

Birthday

【自分のことについてメールを書いてみよう】

Card

★お礼状（Thank you!）
★年賀状（A Happy New Year）

（Sunshine Kids book 2:13）

（Sunshine Kids book 2:37 CD 65）

45

参考文献
アレン玉井光江

2010 『小学校英語の教育法』

大修館書店.

Curtain, H. & C. A. Dahlberg, 2010, Languages and Children fourth Edition, Pearson
文部科学省

2012『Hi, friends！』Book１・Book 2.

高橋美由紀・山岡多美子
高橋美由紀他

2001『Sunshine Kids』 Book1 ・Book 2 開隆堂出版．

2009『Hello, kids！』Book1 ・Book 2 開隆堂出版．

高橋美由紀（編著）2010『これからの小学校英語の発展』

アプリコット出版.

高橋美由紀・柳善和（編著）2011『新しい小学校英語科教育法』

46

協同出版.

Boston.

ワークショップ

A2 レベルの指導法

資料

緑川日出子（昭和女子大学）
（テキストサンプルは別に配布）
1. はじめに：CEFR-J 指標の背後にある指導方法論の理念について
CEFR の指導理念
Language proficiency
Language learning strategies
Learner autonomy-Agency
Intercultural communication skills
2. CEFR-J：A2（A2-1, A2-2）レベルの指標の特徴はなにか
紙面の関係で「発表」と「やりとり」のみは、直近のレベル(A1-3, B1-2)と比較、
ただし直近の C1 は除く
「発表」
A2-1
トピックの例：自己紹介、身近なトピック
タスク：自分の趣味や特技も加えて語る
学校や地域を紹介する
条件：一連の簡単な語句や文の使用
視覚的な補助の利用（絵や写真、地図など）
評価：事前に準備することなく短い話ができる
A2-2
トピックの例：身近なトピックについては A2-1 と同じ
タスク：意見や行動計画の発表
条件：A2-1 と同じ
評価：短いスピーチができる
意見や行動計画とその理由（根拠）を述べることができる
A2-2 レベルを超えると
自分の経験や夢などを順序立て、話を広げながら詳しく語ること、聞き手を混乱させない程度
と簡単なメモの使用のみで関心事を語ることができる段階(B1-1)に達する
A2-1 レベルに到達する前には
発話の内容を前もって準備して、限られた基本的な語句を使い、複数の文を使って身近なトピ
ックについて自分の意見を言う、日常意生活に関する簡単な事実を伝えられるようになってい
ることが前提(A1-3)になる
47

「やりとり」
A2-1
トピックの例：道案内や基本的な情報の伝達
タスク：基本的表現を使っての道案内
絵やものを使っての情報伝達
条件：順序を表す表現を使う
評価：道案内ができる
単なる情報伝達だけでなく意見交換ができる
A2-2
トピックの例：意見や気持ちの伝え合い
日常的な状況でのやりとり
タスク：気持ちを伝え合う
賛成・反対の意見を述べる
日常的な状況には郵便局・駅・店など
条件：簡単な英語
ものや人の比較
さまざまな表現の利用
評価：意見交換や限られた場所での用足しができる
A2-2 レベルを超えると
身近なトピックについて簡単な英語を幅広く使って意見表明や情報交換ができるようになり、関心
があるトピックであれば多様な英語を用いて社交的な会話ができる段階(B1-1)に入る
A2-1 レベルに到達する前には
趣味や部活などのトピックについて、相手がはっきりと話してくれれば、簡単な質疑ができるし、
基本的な語や表現を使って人を誘ったり、誘いを断る程度のレベル（A1-3）に達している
身近なトピックについて自分の意見を言う、日常意生活に関する簡単な事実を伝えられるようにな
っていることが前提(A1-3)になる
2) 「読むこと」「聞くこと」「書くこと」A2 の特徴
「読むこと」
A2-1
トピックの例：人物描写、場所の説明、日常生活や文化紹介
物語や伝記
タスク：読解
条件：簡単な言語を用いて書かれた文
物語や伝記は短いもの
評価：読んだ内容を理解できる
A2-2
トピックの例：近なトピックについては A2-1 と同じ
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意見や行動計画の発表
条件：A2-1 と同じ
評価：短いスピーチができる
意見や行動計画とその理由（根拠）を述べることができる
「聞くこと」
A2-1
トピックの例：空港やの乗り物、駅のアナウンス
学校の宿題や旅行日程など明解で具体的な事実
タスク：要点の理解
評価：正しく聞き取ること、要点を聞き取ることができる
A2-2
トピック：スポーツ、料理などの一連の行動を扱うもの
スポーツ、料理など視覚補助のあるものの指示
タスク：指示に従って行動する
内容を理解する
条件：

ゆっくり、はっきりとした指示、ゆっくり、はっきり話す

評価：指示通りに行動、内容理解
「書くこと」
A2-1
トピック：日常的、個人的な内容（招待状、私的な手紙、メモ、メッセージ等）
日記や写真、事実の説明文
タスク：目的達成のために書く、まとまった分量を書く
条件：簡単な英語、基本的、具体的で簡単な語句表現の使用
接続語句の利用（and, but, because など）
評価：目的をもって書くことができる
まとまりのある文を書くことができる
A2-2
トピック：身の回りの出来事、個人的な経験、自分に直接関わりのある領域での事柄
生活、文化等の説明や物語）
タスク：簡単に描写する
読んだり聞いたりした説明や物語の感想や意見を短く書く
条件：自分にかかわりのあることを書く
（感想や意見を）基礎的な日常語彙や表現を使う
評価：自分にかかわりのあることが描写できる
聞いたり読んだりした内容の感想や意見を短く書くことができる
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１．指導法を考える
１）言語能力を総合的に高める(language proficiency)方法
・語彙や連語の扱いをどうするか
語彙や連語を獲得するためのストラテジー指導
語彙や連語の獲得のための教室内、宿題等の活用
遊びの要素も加えた楽しい語彙学習のための工夫
意味や使い方が同時に理解できる方法の工夫
・ 文法の扱いをどうするか
文法は理解や表現のための手段
ルールを積み上げて英語力を高めさせるのではなく、活動上必要に迫られて指導
異なる状況の中で既習事項を繰り返し用いる場や活動の設定
教え込むことから気づかせ、発見して学ばせる指導上の工夫
家庭学習の徹底
・ ４技能の扱いをどう考えればよいか
＊プロジェクトや・タスクの活動を組めば４技能の統合が可能になる
プロジェクトの例：学級英字新聞の発行
課題：学内イベント/クラスメートのよいところ探し/遠足など、をテーマにしたクラス新聞の
発行
形態：グループ単位の活動
手順１：新聞を読む（平易に書き下ろした新聞の用意が必要）「読むこと」
手順２：各グループの担当発表（発表グループのプレゼン）「発表」
手順３：新聞記事の作成と発行

「書くこと」

手順４：意見、感想の交換「やりとり」
手順 5：まとめのレポート：学んだこと、困難点、グループ活動の評価等
個人で提出「書くこと」
内容の扱い、内容の長さや記述の詳細の度合い、インタビューなどの活動を
加えることで A1-1, A1-2 の調整ができる
中３，高１，高２程度までの活動と考える
＊４技能の総合的な扱いを基本としてできるだけバランスよく多種のスキルを
取り入れる活動を考えたい
3. 指導法と教材の関係
「教科書を教える」のではなく「教科書で教える」というが….
よい教科書は教師にとっても生徒にとっても至福である
教科書の組み立て比較（当日サンプルをみます）
4. まとめ：A2 レベルは中２－高１程度で実現可能なレベルである
英語接触の量の増加、効果的な学習方法の体得、学習の自己管理と主体的学習、英語を使ってコミ
ュニケーションを行うことが当たり前という意識、自分への関心から他者への関心が世界へと心を
運ぶという確固たる信念によって、英語を使うことに積極的な学習者を育てる
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ワークショップ

リーディング（A レベル）の指導法

資料

高橋美由紀（愛知教育大学）
小学校外国語活動における文字の指導について（高橋

2011：160-166）

(1)世界の言語とその言語で使用する「文字」について知る活動
(2)アルファベット文字を認識・理解する活動
(3)アルファベット文字を書く（書き写す）活動
(4)絵本を読む活動
Language Experience Approach （Curtain ＆ Dahlberg 2010:137）
The language Experience Approach to reading is based on the idea that children will be able to read
printed words if these words are part of their everyday language and experience.
児童のリテラシー教育の目標（Peregoy & Boyle 2004:182）
(1) Awareness and appreciation of the variety of purposes reading and writing serve in everyday life
(2) Understanding of relationships between print and oral language, including the alphabetic
principle
(3) Knowledge of print conventions, such as left-to-right, top-to-bottom sequencing.
(4)Knowledge of specific sound/symbol correspondences, or phonics
(5)Ability to recognize a growing number of words on sight
児童の読み書き指導について優先させること (Slattery & Willis 2001 :66)
(1)意味に焦点をあてる
(2)語彙を認識させる
(3)児童が慣れ親しんだ音声と語彙の表現を関連づける
(4)アルファベット文字に名称をつける
(5)児童の書き言葉の音声を予想させる
「効果的な活動例」
【Letter and word recognition】
1. ‘Look and say’ approach
2. Phonic approach
3. Words children already know or half-know from their mother tongue.
4. What does it say?
【Speaking to reading – helping sound and word recognition】
1. Matching words to pictures
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2. Recognizing the correct word
3. Reading words
「絵本」児童の語彙を豊かにし、言葉で表現する能力や、想像力、思考力、知的好奇心を育成すること
2012：100）。

ができ、児童の言語教育には欠かせない教材である（高橋
【Shard Reading】
【Reading a story】
中学校学習指導要領

外国語編

「英語の目標」
(3)英語を読むことに慣れ親しみ、初歩的な英語を読んで書き手の意向などを理解できるようにする。
「内容

言語活動

ウ

読むこと」

（ア）文字や符号を識別し、正しく読むこと
（イ）書かれた内容を考えながら黙読したり、その内容が表現されるように音読すること
（ウ）物語のあらすじや説明文の大切な部分などを正確によみとること
（エ）伝言や手紙などの文章から書き手の意向を理解し、適切に応じること
（オ）話しの内容や書き手の意見などに対して感想を述べたり賛否やその理由を示したりすることがで
きるよう、書かれた内容や考え方などをとらえること
「効果的な活動例」
【教科書の本文の内容であっても、学習者の興味・関心を高める発問をする】
【文章を読んで、その内容を絵やグラフで表す】
【書かれた意見を読んで、その内容をマッピングする】(Sunshine English Course 2:100)
I like summer vacation better. I have three reasons. First, summer vacation is longer than winter
vacation. So we can go on a long trip. Second, we have more sunlight. We can play sports for longer
hours. Last, we can enjoy fireworks at night. Watching fireworks is the best thing to do in summer.
So I’m looking forward to the next summer vacation.

Opening

Body

Ending

(1)
(2)
(3)
参考文献
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ワークショップ

リーディング

（B レベル）資料

根岸雅史（東京外国語大学）
TASK A
【

】

I shifted uncomfortably inside my best suit and eased a finger inside the tight white collar. It was hot
in the little bus and I had taken a seat on the wrong side where the summer sun beat on the windows.
It was a strange outfit for the weather, but a few miles ahead my future employer might be waiting
for me and I had to make a good impression.
There was a lot depending on this interview. Many friends who had qualified with me were
unemployed or working in shops or as labourers in the shipyards. So many that I had almost given
up hope of any future for myself as a veterinary surgeon.
There were usually two or three jobs advertised in the Veterinary Record each week and an
average of eighty applicants for each one. It hadn't seemed possible when the letter came from
Darrowby in Yorkshire. Mr S. Famon would like to see me on the Friday afternoon; I was to come to
tea and, if we were suited to each other, I could stay on as his assistant. Most young people emerging
from the colleges after five years of hard work were faced by a world unimpressed by their
enthusiasm and bursting knowledge. So I had grabbed the lifeline unbelievingly.
The driver crashed his gears again as we went into another steep bend. We had been
climbing steadily now for the last fifteen miles or so, moving closer to the distant blue of the Penninc
Hills. I had never been in Yorkshire before, but the name had always raised a picture of a region as
heavy and unromantic as the pudding of the same name; I was prepared for solid respectability,
dullness and a total lack of charm. But as the bus made its way higher, I began to wonder. There
were high grassy hills and wide valleys. In the valley bottoms, rivers twisted among the trees and
solid grey stone farmhouses lay among islands of cultivated land which pushed up the wild, dark
hillsides.
・・・・・・・・・・・

【

】

Ainsley Harriott
I've always been a bit of an entertainer and played the funny man. I was a part-time comedian for
years, so I learned how to stand in front of audiences. It made me sure of myself. I like being liked
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and I love making everyone smile.
I've lived in London all my life and have just moved to a larger house with my wife Clare and our two
children, Jimmy and Madeleine. We spend a lot of time just singing and dancing around the house. I
grew up with music because my dad is the pianist, Chester Harriott - who's still playing, by the way.
My working day is divided between television and writing cook books, though TV takes most of my
time. I spend about five days a fortnight working on the cooking programmes I appear in. I eat all
sorts of things at home but I only buy quality food. When I'm cooking, I experiment with whatever is
in the fridge - it's good practice for my TV series.
I'm a football fan and enjoy going to matches, but I'm a home-loving person really. I don't like going
to the pub but we do go out to eat about twice a month. There's nothing better than a night at home
playing with the children. I rarely go to bed before midnight. Late evening is when fresh thoughts on
cooking usually come to me, so I often write or plan my programmes then. When I eventually get to
bed, I have no trouble sleeping!

【

】

Groomed for TV
Martyn Harris looks back on his experience of being trained to appear on TV.
I am terrible on TV. I slouch, sneer, stammer, fidget, forget my lines and swallow the ends of my
words. It rankles, because I know inside I am scintillating, sensitive and sincere. Television can
make any fool look like an intellectual. Newsreaders can contrive to look nice and even the worst
presenters can seem sensible, but I come over as a shifty subversive. The single television
programme I have presented was so awful that even my mother couldn't find a good word for it. After
a catastrophic radio show last year, when I addressed the interviewer by the wrong name throughout,
I swore I'd never do broadcasting again.
Until now, that is. I have my first novel out next month, which is called Do It Again, and the
PR people inform me you just have to get out there and promote it. Scotland one day, the south coast
of England the next. It's going to be hectic and I have to get my act together. Which is how I find
myself being scrutinised for televisual potential by two svelte creatures from Public Image Ltd, while
cameraman Alastair focuses on my trembling upper lip. Public Image is the outfit which has been
teaching MPs how to look good on TV. They also groom executives from major companies in
everything from corporate presentations to handling broadcast interrogation, but as far as I'm
concerned, if they can make politicians look like real people, they are good enough for me.
・・・・・・・・・・・
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【

】

THE RING AND THE FISH
Thomas and Inger, who live in Sweden, are the happiest couple in the world. Two years ago, they
were on a boat a few kilometers from the beach. Thomas asked Inger to marry him and he gave her a
gold ring. He wanted to put the ring on Inger’s finger, but he dropped it and it fell into the sea. They
were sure the ring was lost for ever.
That is, until last week, when Mr Carlsson visited them. He has a fish shop and he found the ring in
a large fish which he was cutting up for one of his customers. The fish thought the ring was
something to eat! Mr Carlsson knew that the ring belonged to Thomas and Inger because inside the
ring there were some words. They were, ‘To Inger, All my love, Thomas’. And so Mr Carlsson gave the
ring back to them.
Inger now has two rings. When they lost the first one, Thomas bought Inger another one. But they
think the one the fish ate is the best one.
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TASK B
CEFR

テキスト

レベル
中学 3 年検定教科書
高校英語Ⅰ検定教科書
高校英語Ⅱ検定教科書
Harry Potter シリーズ
大学入試センター試験大問 6

The Japan Times
The New York Times

TASK C
CEFR-J

‘Can Do’ ディスクリプタ

レベル
B1.1
B1.1

学習を目的として書かれた新聞や雑誌の記事の要点を理解することができる。
ゲームのやり方、申込書の記入のしかた、ものの組み立て方など、簡潔に書かれ
た手順を理解することができる。
インターネットや参考図書などを調べて、文章の構成を意識ながら、学業や仕事

B1.2

に関係ある情報を手に入れることができる。必要であれば時に辞書を用いて、図
表と関連づけながら理解することができる。

B1.2
B2.1
B2.1

平易な英語で書かれた長めの物語の筋を理解することができる。
現代の問題など一般的関心の高いトピックを扱った文章を、辞書を使わずに読
み、複数の視点の相違点や共通点を比較しながら読むことができる。
難しい部分を読み返すことができれば、自分の専門分野の報告書・仕様書・操作
マニュアルなどを、詳細に理解することができる。
記事やレポートなどのやや複雑な文章を一読し、文章の重要度を判断することが

B2.2

できる。綿密な読みが必要と判断した場合は、読む速さや読み方を変えて、正確
に読むことができる。

B2.2

自分の専門分野の論文や資料から、辞書を使わずに、必要な情報や論点を読み取
ることができる。
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ワークショップ

C1/C2 レベルの指導法
資料
寺内一（高千穂大学）
CEFR-J における C レベルの基本的な考え方

１

C レベルのような国際レベルは、グローバルなスケールで『共通』である必要があるから CEFR-J と CEFR
は基本的に変わらないものとする。
根拠：
・CEFR でも上級に行くと、職種や技能などによってさらに細分化されるためにかえって記述が大雑把
になっている 。
・C レベルに到達する人は日本ではきわめて限られた人だけになる可能性が高い。
「ケンブリッジ英検を実施しているブリティッシュ・カウンシルによると、一般に B２まで達するのに
必要な学習時間は正味約 400 時間だそうです。また、コメントしてくださった神崎先生はご自分の経験
に照らし、B２から C１にランクアップするのに学習時間としては 900 時間、日常的に英語に触れる時間
まで計算に入れると 1,800 時間になると報告してくださっています。」
（日向：2007） http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2007/12/post_449.html
「実際に B2 から C1 までは英国の語学学校に通っているという環境で 900 時間、同様に C1 か
ら C2 までも 900 時間かかりました」（神崎先生からのコメントの内容を要約）
日向清人（2008）「実社会が求める英語力のレベルはどの程度か」『日向清人のビジネス
英語雑記帳』http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2007/r/post-449html
CEFR-J における C レベルの中身

２
発表

C1

C2

複雑なトピックを、派生的問題にも立ち入っ

状況にあった文体で、はっきりと流暢に記述・論

て、詳しく論ずることができ、一定の観点を

述ができる。効果的な論理構成によって聞き手に

展開しながら、適切な結論でまとめ上げるこ

重要点を把握させ、記憶にとどめさせることがで

とができる。

きる。

やりとり
C1

C2

言葉をことさら探さずに流暢に自然に自己

いかなる会話や議論でも無理なくこなすことが

表現ができる。社会上、仕事上の目的に合っ

でき、慣用表現、口語体表現をよく知っている。

た言葉遣いが、意のままに効果的にできる。 自分を流暢に表現し、細かい意味のニュアンスを
自分の考えや意見を正確に表現でき、自分の

正確に伝えることができる。表現上の困難に出会

発言を他の話し手の発言にうまくあわせる

っても、周りの人に気づかれないように修正し、

ことができる。

うまく繕うことができる。
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読むこと
C1

C2

長い複雑な事実に基づくテクストや文学テ

抽象的で、構造的にも言語的にも複雑な文章、例

クストを、文体の違いを認識しながら理解で

えばマニュアル・専門的記事・文学作品のテクス

きる。自分の関連外の分野での専門的記事や

トなど、事実上あらゆる形式で書かれた英文を容

長い技術的説明書も理解できる。

易に読むことができる。

聞くこと
C1

C2

構成が明瞭ではなく、事柄の関係性が暗示さ

生であれ、放送されたものであれ、母語話者の速

れているだけで明示的になっていないとき

いスピードの発話でも、話し方の癖に慣れる時間

でも、長い話を理解できる。また、特別に努

の余裕があれば、どんな種類の話し言葉も難無く

力しないでもテレビ番組や映画を理解する

理解することができる。

ことができる。

書くこと
C1

C2

いくつかの視点を示して、明瞭な構成で、か

明瞭で流暢な文章を適切な文体で書くことがで

なり詳細に自己表現ができる。自分が重要だ

きる。効果的な論理構造で事情を説明し、その重

と思う点を強調しながら、手紙やエッセイ、 要点を読み手に気づかせ、記憶にとどめさせるよ

３
3.1

レポートで複雑な主題について書くことが

う、複雑な手紙、レポート、記事を書くことがで

できる。読者を念頭に置いて適切な文体を選

きる。仕事や文学作品の概要や評論を書くことが

択できる。

できる。

C レベルのタスクとその考え方
ジャンル（ESP）の考え方の重要性

学問的背景や職業など固有のニーズを持つことにより同質性が認められ，その専門領域において学問
上・職業上の目的を果たす集団である〈プロフェッショナル・〉ディスコース・コミュニティでは，
「学
会論文」，「スピーチ」，「講演」，「宣伝」などさまざまな種類のコミュニケーションのイベントが行われ
ている。
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学術論文

講演

通知

手紙

会話

スピーチ

宣伝

識別

このコミュニケーションの各イベントのことを「ジャンル」という。そして，こうした目的をもった一
連の発話である「テクスト」を「ジャンル」によって識別する方法を「ジャンル分析」という。すなわ
ち，「工業英語」，「法律英語」，「医学英語」というのは専門分野であり，「ジャンル」ではない。たとえ
ば，同じ「法律英語」という専門分野においても「契約書」と「条文」では特徴のまったく異なる「テ
クスト」となる。さらに同じ「学術論文」という「ジャンル」であっても学会が異なればコミュニケー
ションスタイルは当然異なってくるという理解も必要である。（寺内 2010a:141）
3.2

ビジネスにおけるスキル別ジャンル

1)ビジネスにおけるスキル別ジャンルの上位 5 位

（寺内 2010b:69）
2) 「書く」というスキルにおける職種（部署）別コミュニケーションの形態

（寺内 2010b:72）
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3.3

ビジネスにおけるジャンルのとらえ方

例：プレゼンテーション
スキルにより要求されるレベルが異なる
↓
実は、プレゼンテーションという同じジャンルにおいても、その要求されるスキルにより、
レベルが違う。
プレゼンテーションの場合
発表

やりとり

B2.2

読むこと

聞くこと

書くこと

発表者のプレ
ゼンテーショ
ンの資料を読
み、理解する。

C1

専門分野のプ

専門分野のプ

ハンドアウト

専門分野の英

レゼンテーシ

レゼンテーシ

など配布資料

文のパワーポ

ョンをパワー

ョンに対する

があれば、専

イントのスラ

ポイントで行

質疑に対し応

門分野のプレ

イドやハンド

う。

答し議論す

ゼンテーショ

アウトを作成

る。

ンを理解す

する。

る。
C2

高度に専門的
な内容を含ん
だパワーポイ
ントのスライ
ドやハンドア
ウトを作成す
る。
（深山 2012:7-11）を参考に作成
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４

活用セミナー課題

プレゼンテーションというジャンルにおけるレベルに対応した具体的なタスクを CEFR-J にもとに考え
なさい。
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日向清人（2007）http://eng.alc.co.jp/newsbiz/hinata/2007/12/post_449.html
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21520607）『Can-Do リストと連動させたシミュレーション型 ESP 能力自己評価サイトの構築』
．大阪工業
大学印刷センター．
寺内 一(2010a)「21 世紀の ESP」．大学英語教育学会（監修）森住

衛・神保尚武・岡田伸夫・寺内

一

（編集）『大学英語教育学－その方向性と諸分野』大修館書店．137-149 頁．
寺内

一(2010b) 「国際ビジネスに必要なスキル」．小池生夫(監修)寺内

語力』．朝日出版社．67-76 頁．
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一（編集）『企業が求める英

ワークショップ

CEFR-J を用いた文法指導

資料

村野井仁（東北学院大学）
CEFR-J の枠組みの中で、文法を英語教師(特に中高英語教師)がどのように教えるのが効果的なのか、
以下の点から検討したい。
① CEFR-J 各レベルでどの文法事項が目標言語項目となるのか
British Council-EAQUALS Core Inventory for General English では、CEFR のレベルごとに主に
使用されるべき言語機能、文法事項、談話標識、語彙、トピックを選択し、配列している。以下はそ
の一部である。
CEFR レベル

主な文法事項

A1

比較級・最上級、be going to、 how much/how many 、命令形、
助動詞 can/can’t/could/couldn’t、単純過去、所有格、時間・場所
の前置詞、現在進行、単純現在、代名詞、疑問、there is/are、be
動詞(疑問、否定含む)、動詞＋~ing (like, hate, love)など

A2

比較級(than を含む)、最上級(the~を含む)、冠詞、未来表現、動
名詞、助動詞(can/could, have to, should)、過去進行、句動詞、現
在進行(未来)、現在完了、Wh 疑問（過去）など

B1

比較級・最上級、仮定法過去、仮定法過去完了、(複雑な)付加疑問、
助動詞(must/can’t, might, may, will/ should have/might have)、
過去完了、未来進行、現在完了進行、話法、単純な受動態など

B2

未来進行、未来完了、未来完了進行、複雑な仮定法、助動詞(can’t
have, needn’t have、受動態、過去完了、過去完了進行、関係代名
詞、間接話法など

C1

否定副詞句による倒置、複雑な仮定法、過去時制の助動詞、後悔
の wish/if only など

図 1 Core Inventory における文法事項配列(筆者訳、一部)（British Council-EAQUALS Core Inventory
for General English）
上記の配列は、日本の中学・高校における指導順序、つまり英語検定教科書における文法事項配列、
と比べると一致しているところとしていないところがある。例えば、中学 3 年生で学ぶ関係代名詞は
B2 レベルで始めて出てくる。受動態の扱いも B レベルとなっている。このような相違点について参
加者と議論しながら日本人英語学習のための文法事項配列を提案したい。
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② 日本人英語学習者にとって習得困難な文法事項は何か、
中学・高校で習得すべき主な文法事項 35 項目について、筆記文法テストによってそれぞれの難易度
を現在調査中である。そのデータに基づき、上記の②で提案する文法配列案を検討したい。
③ 文法指導はどのようなプロセスを促すべきなのか（形式・意味・使用マッピング、自動化）
文法を実際の言語使用で運用する力、つまり文法力を育てるためにはどのような指導が必要なのか、
考えたい。Larsen-Freeman (2003)が指摘するように、文法力を高めるためには、言語形式(form)、
意味(meaning)、使用(use)の 3 要素を統合的に習得する必要がある。伝統的な形式重視の文法指導で
は、この 3 つのつながりを習得すること、つまりマッピングを促すことができず、文法運用能力を育
てる上で効果的ではなかった。さらに、文法知識はあってもそれを運用する力が育てられていないと
いう問題もあり、これは言語知識の自動化が十分に進められなかったことに起因している。この 2 つ
のプロセス、形式・意味・使用マッピングと自動化を促す指導法を確認したい。
④CEFR-J の記述に合わせた文法指導の例(CLIL の要素を入れた文法指導)
文法習得の認知プロセスを促す指導法として、meaningful PPP を提案する。意味のあるコンテクス
トの中でインプット処理(input processing)を促す提示(presentation)を行い、次に文法知識の操作力
を高める練習(practice)を行う。最後に意味のある言語活動として文法を使用する産出(production)
活動を組み合わせたものである。形式重視の PPP とは異なり、意味重視のタスク型 PPP を行うこと
によって、形式・意味・使用マッピングと自動化をねらう。この意味重視の活動の内容を工夫するこ
とにより、現在、外国語教育において注目を集めている CLIL(Content and Language Integrated
Learning)的な活動を行うことが可能になり、全人的な成長をねらった文法指導を行うことが可能に
なる。具体的な指導例を紹介したい。
参考文献
Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching language: From grammar to grammaring. Newbury House.
Mehisto, P., Marsh, D. & Frigols, M. J. (2009). Uncovering CLIL: Content and language integrated

learning in bilingual and multilingual education. Oxford, UK: Macmillan.
Ruiz De Zarobe, Y. & Jiménez Catalán, R. M. (Eds.) (2009). Content and Language Integrated

Learning: Evidence from research in Europe. Bristol, UK: Multilingual Matters.
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ワークショップ

CEFR-J を用いた語彙指導

ワークシート

投野由紀夫（東京外国語大学）
1.

‘Can do’ descriptor から見えてくるレベル別の英語語彙力

2．

コーパス・データからわかる英語語彙の「幹」の力と「枝葉」の力

3．

タスク：ディスクリプタを表現＆語彙に分類する

4.

CEFR-J を活用した効果的な英語語彙指導のアプローチ
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CEFR-J (日本語版）

レベ
ル

聞
く
こ
と

理

解

読
む
こ
と

PreA1

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

B1.1

ゆっくりはっきりと話
されれば、日常の身
近な単語を聞きとる
ことができる。

当人に向かって、
ゆっくりはっきりと話
されれば、「立て」
「座れ」「止まれ」と
いった短い簡単な指
示を理解することが
できる。

趣味やスポーツ、部
活動などの身近なト
ピックに関する短い
話を、ゆっくりはっき
りと話されれば、理
解することができ
る。

ゆっくりはっきりと話
されれば、自分自身
や自分の家族・学
校・地域などの身の
回りの事柄に関連し
た句や表現を理解
することができる。

ゆっくりはっきりと放
送されれば、公共の
乗り物や駅や空港
の短い簡潔なアナウ
ンスを理解すること
ができる。

スポーツ・料理など
の一連の行動を、
ゆっくりはっきりと指
示されれば、指示通
りに行動することが
できる。

外国の行事や習慣
などに関する説明の
概要を、ゆっくりはっ
きりと話されれば、
理解することができ
る。

英語の文字が発音 日常生活に必要な
されるのを聞いて、 重要な情報（数字、
どの文字かわかる。 品物の値段、日付、
曜日など）を、ゆっく
りはっきりと話されれ
ば、聞きとることがで
きる。

日常生活の身近なト
ピックについての話
を、ゆっくりはっきり
と話されれば、場所
や時間等の具体的
な情報を聞きとるこ
とができる。

（買い物や外食など
で）簡単な用をたす
のに必要な指示や
説明を、ゆっくりはっ
きりと話されれば、
理解することができ
る。

学校の宿題、旅行の 視覚補助のある作
日程などの明確で 業（料理、工作など）
具体的な事実を、
の指示を、ゆっくり
はっきりとなじみの はっきりと話されれ
ある発音で指示され ば、聞いて理解する
れば、要点を理解す ことができる。
ることができる。

自分の周りで話され
ている少し長めの議
論でも、はっきりとな
じみのある発音であ
れば、その要点を理
解することができ
る。

口頭活動で既に慣
れ親しんだ絵本の中
の単語を見つけるこ
とができる。

簡単なポスターや招
待状等の日常生活
で使われる非常に
短い簡単な文章を
読み、理解すること
ができる。

簡単な語を用いて書
かれた、スポーツ・
音楽・旅行など個人
的な興味のあるト
ピックに関する文章
を、イラストや写真も
参考にしながら理解
することができる。

簡単な語を用いて書 簡単な英語で表現さ
かれた人物描写、場 れていれば、旅行ガ
所の説明、日常生活 イドブック、レシピな
や文化の紹介など ど実用的・具体的で
の、説明文を理解す 内容が予想できるも
ることができる。
のから必要な情報を
探すことができる。

学習を目的として書
かれた新聞や雑誌
の記事の要点を理
解することができ
る。

「駐車禁止」、「飲食
禁止」等の日常生活
で使われる非常に
短い簡単な指示を
読み、理解すること
ができる。

B1.2

B2.1

B2.2

C1

自然な速さの録音や 自然な速さの標準的 非母語話者への配
放送（天気予報や空 な英語で話されてい 慮としての言語的な
港のアナウンスな れば、テレビ番組や 調整がなされていな
ど）を聞いて、自分 映画の母語話者同 くても、母語話者同
に関心のある、具体 士の会話の要点を 士の多様な会話の
的な情報の大部分 理解できる。
流れ（テレビ、映画 構成が明瞭ではな
を聞き取ることがで
など）についていくこ く、事柄の関係性が
暗示されているだけ
きる。
とができる。
で明示的になってい
ないときでも、長い
はっきりとなじみの トピックが身近であ 自然な速さで標準的 話を理解できる。ま
ある発音で話されれ れば、長い話や複雑 な発音の英語で話さ た、特別に努力しな
ば、身近なトピックの な議論の流れを理 れていれば、現代社 いでもテレビ番組や
短いラジオニュース 解することができ
会や専門分野のト 映画を理解すること
などを聞いて、要点 る。
ピックについて、話 ができる。
を理解することがで
者の意図を理解す
きる。
ることができる。

インターネットや参
考図書などを調べ
て、文章の構成を意
識ながら、学業や仕
事に関係ある情報を
手に入れることがで
きる。必要であれば
時に辞書を用いて、
図表と関連づけなが
ら理解することがで
きる。

現代の問題など一 記事やレポートなど
般的関心の高いト のやや複雑な文章
ピックを扱った文章 を一読し、文章の重
を、辞書を使わずに 要度を判断すること
読み、複数の視点の ができる。綿密な読
相違点や共通点を みが必要と判断した
比較しながら読むこ 場合は、読む速さや
とができる。
読み方を変えて、正 長い複雑な事実に
確に読むことができ 基づくテクストや文
学テクストを、文体
る。
の違いを認識しなが
ら理解できる。自分
の関連外の分野で
ブロック体で書かれ ファーストフード・レ 身近な人からの携 簡単な語を用いて書 簡単な語を用いて書 生活、趣味、スポー ゲームのやり方、申 平易な英語で書か 難しい部分を読み返 自分の専門分野の の専門的記事や長
かれた、挿絵のある かれた短い物語や ツなど、日常的なト 込書の記入のしか れた長めの物語の すことができれば、 論文や資料から、辞 い技術的説明書も
た大文字・小文字が ストランの、絵や写 帯メールなどによ
わかる。
真がついたメニュー る、旅の思い出など 短い物語を理解する 伝記などを理解する ピックを扱った文章 た、ものの組み立て 筋を理解することが 自分の専門分野の 書を使わずに、必要 理解できる。
報告書・仕様書・操 な情報や論点を読
ことができる。
の要点を理解した 方など、簡潔に書か できる。
を理解し、選ぶこと が書かれた非常に ことができる。
み取ることができ
作マニュアルなど
り、必要な情報を取 れた手順を理解する
短い簡単な近況報
ができる。
を、詳細に理解する る。
り出したりすることが ことができる。
告を理解することが
ことができる。
できる。
できる。

C2

生であれ、放送され
たものであれ、母語
話者の速いスピード
の発話でも、話し方
の癖に慣れる時間
の余裕があれば、ど
んな種類の話し言葉
も難無く理解するこ
とができる。

抽象的で、構造的に
も言語的にも複雑な
文章、例えばマニュ
アル・専門的記事・
文学作品のテクスト
など、事実上あらゆ
る形式で書かれた
英文を容易に読むこ
とができる。

CEFR-J (日本語版）

レベ
ル

や
り
と
り

PreA1

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

基礎的な語句を使っ
て，「助けて！」や
「～が欲しい」などの
自分の要求を伝える
ことができる。また，
必要があれば，欲し
いものを指さししな
がら自分の意思を伝
えることが出来る。

なじみのある定型表
現を使って、時間・
日にち・場所につい
て質問したり、質問
に答えたりすること
ができる。

基本的な語や言い
回しを使って日常の
やりとり(何ができる
かできないかや色に
ついてのやりとりな
ど），において単純
に応答することがで
きる。

趣味、部活動などの
なじみのあるトピック
に関して、はっきりと
話されれば、簡単な
質疑応答をすること
ができる。

順序を表す表現であ
るfirst, then, nextな
どのつなぎ言葉や
「右に曲がって」や
「まっすぐ行って」な
どの基本的な表現を
使って，単純な道案
内をすることができ
る。

簡単な英語で、意見
や気持ちをやりとり
したり、賛成や反対
などの自分の意見を
伝えたり、物や人を
較べたりすることが
できる。

身近なトピック（学
校・趣味・将来の希
望）について、簡単
な英語を幅広く使っ
て意見を表明し、情
報を交換することが
できる。

病院や市役所といっ
た場所において、詳
細にまた自信を持っ
て、問題を説明する
ことができる。関連
する詳細な情報を提
供して、その結果と
して正しい処置を受
けることができる。

ある程度なじみのあ
るトピックならば，新
聞・インターネットで
読んだり、テレビで
見たニュースの要点
について議論するこ
とができる。

一般的な定型の日
常の挨拶や季節の
挨拶をしたり、そうし
た挨拶に応答したり
することができる。

家族、日課、趣味な スポーツや食べ物な
どの個人的なトピッ どの好き嫌いなどの
クについて、（必ずし とてもなじみのあるト
も正確ではないが） ピックに関して，はっ
なじみのある表現や きり話されれば，限
基礎的な文を使っ られたレパートリー
て、質問したり、質問 を使って，簡単な意
に答えたりすること 見交換をすることが
ができる。
できる。

基本的な語や言い
回しを使って，人を
誘ったり，誘いを受
けたり，断ったりする
ことができる。

補助となる絵やもの
を用いて，基本的な
情報を伝え，また，
簡単な意見交換を
することができる。

予測できる日常的な
状況（郵便局・駅・店
など）ならば，さまざ
まな語や表現を用い
てやり取りができ
る。

個人的に関心のあ
る具体的なトピック
について、簡単な英
語を多様に用いて、
社交的な会話を続
けることができる。

駅や店などの一般
的な場所で、間違っ
た切符の購入などと
いったサービスに関
する誤りなどの問題
を、自信を持って詳
しく説明することがで
きる。相手が協力的
であれば、丁寧に依
頼したり、お礼を
言って、正しいもの
やサービスを受ける
ことができる。

母語話者同士の議
論に加われないこと
もあるが、自分が学
んだトピックや自分
の興味や経験の範
囲内のトピックなら、
抽象的なトピックで
あっても、議論でき
る。

簡単な語や基礎的
な句を用いて、自分
についてのごく限ら
れた情報（名前、年
齢など）を伝えること
ができる。

基礎的な語句、定型
表現を用いて、限ら
れた個人情報（家族
や趣味など）を伝え
ることができる。

前もって発話するこ
とを用意した上で、
限られた身近なト
ピックについて、簡
単な語や基礎的な
句を限られた構文を
用い、複数の文で意
見を言う。

一連の簡単な語句
や文を使って、自分
の趣味や特技に触
れながら自己紹介を
することができる。

写真や絵、地図など
の視覚的補助を利
用しながら、一連の
簡単な語句や文を
使って、自分の毎日
の生活に直接関連
のあるトピック（自分
のこと、学校のこと、
地域のことなど）に
ついて、短いスピー
チをすることができ
る。

使える語句や表現を
繋いで、自分の経験
や夢、希望を順序だ
て、話しを広げなが
ら、ある程度詳しく語
ることができる。

短い読み物か短い
新聞記事であれば、
ある程度の流暢さを
もって、自分の感想
や考えを加えなが
ら、あらすじや要点
を順序だてて伝える
ことができる。

ある視点に賛成また
は反対の理由や代
替案などをあげて、
事前に用意されたプ
レゼンテーションを
聴衆の前で流暢に
行うことができ、一
連の質問にもある程
度流暢に対応がで
きる。

話

す

こ

と

発

表

前もって発話するこ
とを用意した上で、
限られた身近なト
ピックについて、簡
単な語や基礎的な
句を限られた構文を
用い、簡単な意見を
言うことができる。

B2.2

C1

C2

一般的な分野から、
文化、学術などの、
専門的な分野まで、
幅広いトピックの会
話に積極的に参加
し、自分の考えを正
いかなる会話や議
確かつ流暢に表現
することができる。 言葉をことさら探さ 論でも無理なくこな
ずに流暢に自然に すことができ、慣用
自己表現ができる。 表現、口語体表現を
社会上、仕事上の目 よく知っている。自分
的に合った言葉遣い を流暢に表現し、細
幅広い慣用表現を が、意のままに効果 かい意味のニュアン
使って、雑誌記事に 的にできる。自分の スを正確に伝えるこ
対して意見を交換す 考えや意見を正確 とができる。表現上
ることができる。
に表現でき、自分の の困難に出会って
発言を他の話し手の も、周りの人に気づ
発言にうまくあわせ かれないように修正
し、うまく繕うことが
ることができる。
できる。

要点とそれに関連す
る詳細の両方に焦
点を当てながら、流
暢にプレゼンテー
ションができ、また、
あらかじめ用意され
たテキストから自然
にはなれて、聴衆が
興味のある点に対
応してプレゼンテー
ションの内容を調整
し、そこでもかなり流
暢に容易に表現でき
る。

複雑なトピックを、派
生的問題にも立ち
入って、詳しく論ずる
ことができ、一定の
観点を展開しなが
ら、適切な結論でま
前もって話すことを 基礎的な語句、定型 前もって発話するこ 前もって発話するこ 写真や絵、地図など 一連の簡単な語句 自分の考えを事前 自分の関心事であ ディベートなどで、そ ディベートなどで、社
とめ上げることがで
用意した上で、基礎 表現を用いて、簡単 とを用意した上で、 とを用意した上で、 の視覚的補助を利 や文を使って、意見 に準備して、メモの れば、社会の状況 のトピックが関心の 会問題や時事問題
きる。
的な語句、定型表現 な情報（時間や日
日常生活の物事を、 日常生活に関する 用しながら、一連の や行動計画を、理由 助けがあれば、聞き (ただし自分の関心 ある分野のものであ に関して、補助的観
を用いて、人前で実 時、場所など）を伝 簡単な語や基礎的 簡単な事実を、簡単 簡単な句や文を使っ を挙げて短く述べる 手を混乱させないよ 事）について、自分 れば、論拠を並べ自 点や関連事例を詳
物などを見せながら えることができる。 な句を限られた構文 な語や基礎的な句を て、身近なトピック ことができる。
うに、馴染みのある の意見を加えてある 分の主張を明確に 細に加えながら、自
その物を説明するこ
を用い、簡単に描写 限られた構文を用 （学校や地域など）
トピックや自分に関 程度すらすらと発表 述べることができ
分の視点を明確に
とができる。
することができる。 い、複数の文で描写 について短い話をす
心のある事柄につい し、聴衆から質問が る。
展開することがで
できる。
ることができる。
て語ることができる。 でれば相手に理解
き、話を続けること
ができる。
できるように答える
ことができる。

状況にあった文体
で、はっきりと流暢に
記述・論述ができ
る。効果的な論理構
成によって聞き手に
重要点を把握させ、
記憶にとどめさせる
ことができる。

CEFR-J (日本語版）

レベ
ル

PreA1

A1.1

A1.2

A2.1

A2.2

B1.1

B1.2

B2.1

アルファベットの大
文字・小文字、単語
のつづりをブロック
体で書くことができ
る。

住所・氏名・職業な
どの項目がある表を
埋めることができ
る。

簡単な語や基礎的
な表現を用いて、身
近なこと（好き嫌い、
家族、学校生活な
ど）について短い文
章を書くことができ
る。

自分の経験につい
て、辞書を用いて、
短い文章を書くこと
ができる。

A1.3

日常的・個人的な内
容であれば、招待
状、私的な手紙、メ
モ、メッセージなどを
簡単な英語で書くこ
とができる。

身の回りの出来事
や趣味、場所、仕事
などについて、個人
的経験や自分に直
接必要のある領域
での事柄であれば、
簡単な描写ができ
る。

自分に直接関わり
のある環境（学校、
職場、地域など）で
の出来事を、身近な
状況で使われる語
彙・文法を用いて、
ある程度まとまりの
あるかたちで、描写
することができる。

新聞記事や映画な
どについて、専門的
でない語彙や複雑で
ない文法構造を用い
て、自分の意見を含
めて、あらすじををま
とめたり、基本的な
内容を報告したりす
ることができる。

自分の専門分野で
あれば、メールや
ファックス、ビジネ
ス・レターなどのビジ
ネス文書を、感情の
度合いをある程度含
め、かつ用途に合っ
た適切な文体で、書
くことができる。

単語のつづりを１文 自分について基本
字ずつ発音されれ 的な情報（名前、住
ば、聞いてそのとお 所、家族など）を辞
り書くことができる。 書を使えば短い句ま
また書いてあるもの たは文で書くことが
を写すことができる。 できる。

簡単な語や基礎的
な表現を用いて、
メッセージカード（誕
生日カードなど）や
身近な事柄について
の短いメモなどを書
ける。

趣味や好き嫌いに
ついて複数の文を用
いて、簡単な語や基
礎的な表現を使って
書くことができる。

文と文を and, but,
because などの簡
単な接続詞でつなげ
るような書き方であ
れば、基礎的・具体
的な語彙、簡単な句
や文を使った簡単な
英語で、日記や写
真、事物の説明文な
どのまとまりのある
文章を書くことがで
きる。

聞いたり読んだりし
た内容（生活や文化
の紹介などの説明
や物語）であれば、
基礎的な日常生活
語彙や表現を用い
て、感想や意見など
を短く書くことができ
る。

身近な状況で使わ
れる語彙・文法を用
いれば、筋道を立て
て、作業の手順など
を示す説明文を書く
ことができる。

物事の順序に従っ
て、旅行記や自分
史、身近なエピソー
ドなどの物語文を、
いくつかのパラグラ
フで書くことができ
る。また、近況を詳し
く伝える個人的な手
紙を書くことができ
る。

そのトピックについ
て何か自分が知って
いれば、多くの情報
源から統合して情報
や議論を整理しなが
ら、それに対する自
分の考えの根拠を
示しつつ、ある程度
の結束性のあるエッ
セイやレポートなど
を、幅広い語彙や複
雑な文構造をある程
度使って、書くことが
できる。

書

く

こ

と

書
く
こ
と

B2.2

C1

C2

自分の専門分野や
関心のある事柄であ
れば、複雑な内容を
含む報告書や論文
などを、原因や結
果、仮定的な状況も
考慮しつつ、明瞭か
つ詳細な文章で書く
明瞭で流暢な文章を
いくつかの視点を示
ことができる。
適切な文体で書くこ
して、明瞭な構成
とができる。効果的
で、かなり詳細に自
な論理構造で事情を
己表現ができる。自
説明し、その重要点
感情や体験の微妙 分が重要だと思う点 を読み手に気づか
なニュアンスを表現 を強調しながら、手 せ、記憶にとどめさ
するのでなければ、 紙やエッセイ、レ
せるよう、複雑な手
重要点や補足事項 ポートで複雑な主題 紙、レポート、記事を
の詳細を適切に強 について書くことが 書くことができる。仕
できる。読者を念頭
調しながら、筋道
事や文学作品の概
だった議論を展開し に置いて適切な文 要や評論を書くこと
つつ、明瞭で結束性 体を選択できる。
ができる。
の高いエッセイやレ
ポートなどを、幅広
い語彙や複雑な文
構造を用いて、書く
ことができる。

CEFR-J (English)

C1
I can understand
extended speech
even when it is not
clearly structured
and when
relationships are only
implied and not
signalled explicitly. I
can understand
television
programmes and
films without too
Listening
I can understand the I can understand the I can follow extended I can understand the much effort.
I can understand the I can understand
I can catch concrete I can understand
I can catch key
I can recognise the
main points of short speech and complex speaker's point of
main points of
instructions about
main points of
instructions and
information (e.g.
letters of the English information
view about topics of
lines of argument
extended discussions radio news items
procedures (e.g.
straightforward
places and times) on explanations
alphabet, when they necessary for
around me, provided about familiar topics provided the topic is current common
cooking,
necessary for simple factual messages
everyday life such as familiar topics
are pronounced.
if they are delivered reasonably familiar. interest and in
speech is clearly
handicrafts), with
(e.g. a school
transactions (e.g.
encountered in
numbers, prices,
specialised fields,
shopping and eating assignment, a travel visual aids, provided articulated and in a in a clear, familiar
everyday life,
dates, days of the
provided it is
accent.
they are delivered in familiar accent.
itinerary), provided
out), provided they
week, provided they provided it is
delivered at a natural
slow and clear
are delivered slowly delivered in slow and are delivered slowly speech is clearly
speed and
speech involving
articulated in a
and clearly.
clear speech.
and clearly.
articulated in
rephrasing and
familiar accent.
standard English.
repetition.

C2
I have no difficulty in
understanding any
kind of spoken
language, whether
live or broadcast,
even when delivered
at fast native speed,
provided I have some
time to get familiar
with the accent.

I can understand
long and complex
factual and literary
texts, appreciating
distinctions of style. I
can understand
specialised articles
and longer technical
instructions, even
when they do not
relate to my field.

I can read with ease
virtually all forms of
the written language,
including abstract,
structurally or
linguistically complex
texts such as
manuals, specialised
articles and literary
works.

Skills

U
N
D
E
R
S
T
A
N
D
I

PreA1
I can catch everyday,
familiar words,
provided they are
delivered clearly and
slowly.

A1.1
I can understand
short, simple
instructions such as
"Stand up." "Sit
down." "Stop." etc.,
provided they are
delivered face-toface, slowly and
clearly.

A1.2
I can understand
short conversations
about familiar topics
(e.g. hobbies, sports,
club activities),
provided they are
delivered in slow and
clear speech.

A1.3
I can understand
phrases and
expressions related
to matters of
immediate relevance
to me or my family,
school,
neighborhood etc,
provided they are
delivered slowly and
clearly.

A2.1
I can understand
short, simple
announcements e.g.
on public transport
or in stations or
airports, provided
they are delivered
slowly and clearly.

A2.2
I can understand and
follow a series of
instructions for
sports, cooking, etc.
provided they are
delivered slowly and
clearly.

B1.1
I can understand the
gist of explanations
of cultural practices
and customs that are
unfamiliar to me,
provided they are
delivered in slow and
clear speech
involving rephrasing
and repetition.

B1.2
I can understand the
majority of the
concrete information
content of recorded
or broadcast audio
material on topics of
personal interest
spoken at normal
speed.

B2.1
I can understand the
main points of a
conversation
between native
speakers in television
programmes and in
films, provided they
are delivered at
normal speed and in
standard English.

B2.2
I can follow a variety
of conversations
between native
speakers, in
television
programmes and in
films, which make no
linguistic
adjustments for
non-native speakers.

I can recognise
words in a picture
book that are already
familiar through oral
activities.

I can read and
understand very
short, simple,
directions used in
everyday life such as
"No parking", "No
food or drink" etc.

I can understand
very short, simple,
everyday texts, such
as simple posters
and invitation cards.

I can understand
texts of personal
interest (e.g. articles
about sports, music,
travel, etc.) written
with simple words
supported by
illustrations and
pictures.

I can understand
explanatory texts
describing people,
places, everyday life,
and culture, etc.,
written in simple
words.

I can find the
information I need,
from practical,
concrete, predictable
texts (e.g. travel
guidebooks, recipes),
provided they are
written in simple
English.

I can understand the
main points of
English newspaper
and magazine
articles adapted for
educational
purposes.

I can search the
internet or reference
books, and obtain
school- or workrelated information,
paying attention to
its structure. Given
the occasional use of
a dictionary, I can
understand it,
relating it to any
accompanying
figures or tables.

I can read texts
dealing with topics of
general interest,
such as current
affairs, without
consulting a
dictionary, and can
compare differences
and similarities
between multiple
points of view.

I can scan through
rather complex texts
e.g. articles and
reports, and can
identify key
passages. I can
adapt my reading
speed and style, and
read accurately,
when I decide closer
study is worthwhile.

I can recognise
upper- and lowercase letters printed
in block type.

I can understand a
fast-food restaurant
menu that has
pictures or photos,
and choose the food
and drink in the
menu.

I can understand
very short reports of
recent events such
as text messages
from friends' or
relatives', describing
travel memories, etc.

I can understand
short narratives with
illustrations and
pictures written in
simple words.

I can understand
short narratives and
biographies written
in simple words.

I can understand the
main points of texts
dealing with
everyday topics (e.g.
life, hobbies, sports)
and obtain the
information I need.

I can understand
clearly written
instructions (e.g. for
playing games, for
filling in a form, for
assembling things).

I can understand the
plot of longer
narratives written in
plain English.

I can understand in
detail specifications,
instruction manuals,
or reports written for
my own field of
work, provided I can
reread difficult
sections.

I can extract
necessary
information and the
points of the
argument from
articles and
reference materials
in my specialised
field without
consulting a
dictionary.

N
G

Reading

CEFR-J (English)

Skills

PreA1
I can express my
wishes and make
requests in areas of
immediate need such
as "Help! "and "I
want ～ ", using
basic phrases. I can
express what I want
by pointing at it, if
necessary.

A1.1
I can ask and answer
questions about
times, dates, and
places, using
familiar, formulaic
expressions.

A1.2
I can respond simply
in basic, everyday
interactions such as
talking about what I
can/cannot do or
describing colour,
using a limited
repertoire of
expressions.

I can use common,
formulaic, daily and

I can ask and answer I can exchange
simple opinions
about personal
about very familiar
topics such as likes
hobby), using mostly and dislikes for
familiar expressions sports, foods, etc.,
using a limited
and some basic
sentences (although repertoire of
expressions,
these are not
necessarily accurate). provided that people
speak clearly.

topics (e.g. family,
Spoken seasonal greetings,
interaction and respond to those daily routines,
greetings.

A1.3
I can ask and answer
simple questions
about familiar topics
such as hobies, club
activities, provided
people speak clearly.

A2.1
I can give simple
directions from place
to place, using basic
expressions such as
"turn right" and "go
straight" along with
sequencers such as
first, then, and next.

A2.2
I can exchange
opinions and
feelings, express
agreement and
disagreement, and
compare things and
people using simple
English.

B1.1
I can express
opinions and
exchange
information about
familiar topics (e.g.
school, hobbies,
hopes for the
future), using a wide
range of simple
English.

B1.2
I can explain in detail
and with confidence
a problem which has
arisen in places such
as hospitals or city
halls. I can get the
right treatment by
providing relevant,
detailed information.

B2.1
I can discuss the
main points of news
stories I have read
about in the
newspapers/ on the
internet or watched
on TV, provided the
topic is reasonably
familiar to me.

B2.2
I can actively engage
in conversations on a
wide range of topics
from the general to
more specialised
cultural and
academic fields and
express my ideas
accurately and
fluently.

I can make, accept
and decline offers,
using simple words
and a limited range
of expressions.

I can get across basic
information and
exchange simple
opinions, using
pictures or objects to
help me.

I can interact in
predictable everyday
situations (e.g., a
post office, a station,
a shop), using a wide
range of words and
expressions.

I can maintain a
social conversation
about concrete
topics of personal
interest, using a wide
range of simple
English.

I can explain with
confidence a
problem which has
arisen in familiar
places such as a
station or a shop
(e.g. purchasing the
wrong ticket) and
obtain the right
product or service by
requesting politely
and expressing
gratitude (assuming
that the provider of
the service is
cooperative).

I can discuss abstract
topics, provided they
are within my terms
of knowledge, my
interests, and my
experience, although
I sometimes cannot
contribute to
discussions between
native speakers.

I can exchange
opinions about
magazine articles
using a wide range
of colloquial
expressions.

I can give a fluent
presentation,
focusing on both the
main points and
related details. I can
depart
spontaneously from
a prepared text and
follow up interesting
points raised by
members of the
audience, often
showing remarkable
fluency and ease of
expression.
I can clarify my
I can develop an
argument clearly in a viewpoints, and
debate by providing maintain
conversation in
evidence, provided
debates on social
the topic is of
issues and current
personal interest.
affairs, integrating
sub-themes or
related cases.

S
P
E
A
K
I
N
G

I can convey very
limited information
about myself (e.g.
name and age),
using simple words
and basic phrases.

Spoken
production I can give a simple

explanation about an
object while showing
it to others using
basic words, phrases
and formulaic
expressions,
provided I can
prepare my speech
in advance.

I can convey personal
information (e.g.
about my family and
hobbies), using basic
phrases and
formulaic
expressions.

I can express simple
opinions related to
limited, familiar
topics, using simple
words and basic
phrases in a
restricted range of
sentence structures,
provided I can
prepare my speech
in advance.

I can express simple
opinions about a
limited range of
familiar topics in a
series of sentences,
using simple words
and basic phrases in
a restricted range of
sentence structures,
provided I can
prepare my speech
in advance.

I can introduce
myself including my
hobbies and abilities,
using a series
ofsimple phrases and
sentences.

I can make a short
speech on topics
directly related to my
everyday life (e.g.
myself, my school,
my neighborhood)
with the use of visual
aids such as photos,
pictures, and maps,
using a series of
simple words and
phrases and
sentences.

I can talk in some
detail about my
experiences, hopes
and dreams,
expanding on what I
say by joining
together words,
phrases and
expressions I can
readily use to make
longer contributions.

I can give an outline
or list the main
points of a short
story or a short
newspaper article
with some fluency,
adding my own
feelings and ideas.

I can convey simple
information (e.g.
times, dates, places),
using basic phrases
and formulaic
expressions.

I can give simple
descriptions e.g. of
everyday object,
using simple words
and basic phrases in
a restricted range of
sentence structures,
provided I can
prepare my speech
in advance.

I can describe simple
facts related to
everyday life with a
series of sentences,
using simple words
and basic phrases in
a restricted range of
sentence structures,
provided I can
prepare my speech
in advance.

I can give a brief talk
about familiar topics
(e.g. my school and
my neighborhood)
supported by visual
aids such as photos,
pictures, and maps,
using a series of
simple phrases and
sentences.

I can give an opinion,
or explain a plan of
action concisely
giving some reasons,
using a series of
simple words and
phrases and
sentences.

I can talk about
familiar topics and
other topics of
personal interest,
without causing
confusion to the
listeners, provided I
can prepare my ideas
in advance and use
brief notes to help
me.

I can give a
reasonably smooth
presentation about
social situations of
personal interest,
adding my own
opinions, and I can
take a series of
follow up questions
from the audience,
responding in a way
that they can
understand.

I can give a prepared
presentation with
reasonable fluency,
stating reasons for
agreement or
disagreement or
alternative
proposals, and can
answer a series of
questions.

C1
I can express myself
fluently and
spontaneously
without much
obvious searching
for expressions. I
can use language
flexibly and
effectively for social
and professional
purposes. I can
formulate ideas and
opinions with
precision and relate
my contribution
skilfully to those of
other speakers.

C2
I can take part
effortlessly in any
conversation or
discussion and have
a good familiarity
with idiomatic
expressions and
colloquialisms. I can
express myself
fluently and convey
finer shades of
meaning precisely. If
I do have a problem I
can backtrack and
restructure around
the difficulty so
smoothly that other
people are hardly
aware of it.

I can present clear,
detailed descriptions
of complex subjects
integrating subthemes, developing
particular points and
rounding off with an
appropriate
conclusion.

I can present a clear,
smoothly flowing
description or
argument in a style
appropriate to the
context and with an
effective logical
structure which
helps the recipient to
notice and remember
significant points.

CEFR-J (English)

Skills

PreA1
I can write upperand lower-case
letters and words in
block letters.

A1.1
I can fill in forms
with such items as
name, address, and
occupation.

A1.2
I can write short
texts about matters
of personal relevance
(e.g. likes and
dislikes, family, and
school life), using
simple words and
basic expressions.

A1.3
I can write short
texts about my
experiences with the
use of a dictionary.

A2.1
I can write
invitations, personal
letters, memos, and
messages, in simple
English, provided
they are about
routine, personal
matters.

A2.2
I can write a simple
description about
events of my
immediate
environment, hobby,
places, and work,
provided they are in
the field of my
personal experience
and of my immediate
need.

B1.1
I can write a
description of
substantial length
about events taking
place in my
immediate
environment (e.g.
school, workplace,
local area), using
familiar vocabulary
and grammar.

B1.2
I can report the
outline or basic
content of
newspaper articles
and movies,
expressing my own
opinions, using nontechnical vocabulary
and less complicated
sentence structures.

B2.1
I can write business
documents (e.g. email, fax, business
letters), conveying
degrees of emotion,
in a style appropriate
to the purpose,
provided they are in
my professional
field.

B2.2
I can write clear,
detailed reports and
articles which
contain complicated
contents,
considering
cause/effect and
hypothetical
situations, provided
they are in my
specialised field and
of personal concern.

I can write down
words provided they
are pronounced
letter by letter. I can
copy what is written.

I can write short
phrases and
sentences giving
basic information
about myself (e.g.
name, address,
family) with the use
of a dictionary.

I can write message
cards (e.g. birthday
cards) and short
memos about events
of personal
relevance, using
simple words and
basic expressions.

I can write a series of
sentences about my
hobbies and likes
and dislikes, using
simple words and
basic expressions.

I can write texts of
some length (e.g.
diary entries,
explanations of
photos and events)
in simple English,
using basic, concrete
vocabulary and
simple phrases and
sentences, linking
sentences with
simple connectives
like and , but , and
because .

I can write my
impressions and
opinions briefly
about what I have
listened to and read
(e.g. explanations
about lifestyles and
culture, stories),
using basic everyday
vocabulary and
expressions.

I can write coherent
instructions telling
people how to do
things, with
vocabulary and
grammar of
immediate relevance.

I can write narratives
(e.g. travel diaries,
personal histories,
personal anecdotes)
in several
paragraphs,
following the order
of events. I can write
personal letters
which report recent
events in some
detail.

I can write
reasonably coherent
essays and reports
using a wide range
of vocabulary and
complex sentence
structures,
synthesising
information and
arguments from a
number of sources,
provided I know
something about the
topics.

I can write clear,
coherent essays and
reports with a wide
repertoire of
vocabulary and
complex sentence
structures,
emphasizing
important points,
integrating subthemes, and
constructing a chain
of argument, as long
as I do not need to
express subtle
nuances of feelings
and experience.

W
R
I
T
I
N
G

Writing

C1
I can express myself
in clear, wellstructured text,
expressing points of
view at some length.
I can write about
complex subjects in
a letter, an essay or
a report, underlining
what I consider to be
the salient issues. I
can select style
appropriate to the
reader in mind.

C2
I can write clear,
smoothly flowing
text in an
appropriate style. I
can write complex
letters, reports or
articles which
present a case with
an effective logical
structure which
helps the recipient to
notice and remember
significant points. I
can write summaries
and reviews of
professional or
literary works.
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