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ご挨拶 Welcome! 
 

To quote TAKAMURA Kotaro’s ‘The Journey’, 
 

In front of me no road, 
behind me a road is made. 

 
When we embarked on our journey, we saw no road ahead of us. When our first project members gathered 
in 2004, we did not know where we were heading; at least not me. For the first few years, it felt as if I were 
walking in a dense fog.  

However, an encounter with the CEFR changed this situation completely. Our research project 
started to evolve around the CEFR, with the decision to adapt the original CEFR to English education in 
Japan. In 2008, we launched the first version of our framework, named the CEFR-J. Since then we have 
received another three Grants-in-Aid for Scientific Research <KAKENHI> (Kiban A; 2008-2012, 2012-
2015, 2015-2019). We have been able to come this far with the leadership and dedication of my great 
predecessors in this project, Professor Ikuo Koike and Professor Yukio Tono.  

            
          

        
         

The purpose of this CEFR-J symposium is to present our four-years’ progress. The unique feature 
of this 2015-2019 project is the development of CEFR-J-based language tests with specifically-designed 
language resources. It is my great pleasure to share our research outcomes and to exchange ideas and 
information. Our journey continues. 

 
僕の前に道はない、 

僕の後ろに道は出来る 
⾼村光太郎「道程」より 

 
私たちの「道程」が始まったときには、私たちの進むべき道は⾒えていませんでした。 2004 年
に最初のプロジェクトメンバーが集まったとき、私たちはどこに向かっているのか⾒当もつかな
かったのです。少なくとも私は。最初の数年間は、あたかも濃い霧の中を歩いているようでした。 

CEFR との出会いはこの状況を完全に変えたのでした。CEFR を⽇本の英語教育に適応させる
という決断から、私たちの研究プロジェクトは CEFR を中⼼に進化し始めました。 2008 年に、
私たちの枠組みの最初のバージョンをリリースし、CEFR-J と名付けました。それ以降、さらに 3
つの科学研究費（基盤 A; 2008-2012、2012-2015、2015-2019）を得ることができました。このプ
ロジェクトの私の前任の代表である⼩池⽣夫教授と投野由紀夫教授のリーダーシップと献⾝に
より、私たちはここまで来ることができました。 

 

  
 

 
この CEFR-J シンポジウムの⽬的は、私たちの 4 年間の進歩を⽰すことです。この 2015-2019

プロジェクトの特徴は、特別に設計された⾔語リソースを使⽤した CEFR-J ベースの⾔語テスト
の開発です。私たちの研究成果を共有し、アイデアや情報を交換できることは私の⼤きな喜びで
す。私たちの「道程」は続くのです。 

 
2016-2019 科研代表 根岸雅史（東京外国語⼤学⼤学院教授） 

 Looking back, we came up with a set of CEFR-J Can Do descriptors, CEFR-J-based language 
resources, and now CEFR-J-based language tests. Today, the CEFR-J is gaining attention both inside and 
outside of Japan. In May 2020, the Companion Volume of the CEFR was published, in which there 
were four references to the CEFR-J and some of our Can Do descriptors were included.

 振り返ってみると、これまでに CEFR-J Can Do ディスクリプタ、CEFR-J ベースの⾔語リソー 
ス、そして CEFR-J ベースの⾔語テストなどの開発に⾄りました。今⽇、CEFR-J は国の内外で 
注⽬を浴びています。2020年5⽉、CEFR の Companion Volume が公開されましたが、この 
Companion Volume では CEFR-J への⾔及が 4 回なされ、私たちの Can Do ディスクリプタが紹
介されてい ました。



  

CEFR-J 2020 Symposium: Timetable 

         (発表タイトルをクリックすると予稿集の該当ページに移動できます)  

9:30 –  9:45 午前の部: 開会の辞 投野 由紀夫 (東京外国語⼤学⼤学院) 

 東京外国語⼤学学⻑挨拶 林 佳世⼦ (東京外国語⼤学 学⻑) 

 プログラムの説明 投野 由紀夫 (東京外国語⼤学⼤学院) 

企業による CEFR-J 活⽤に関するプレゼンテーション 

9:45 –  9:55 「GTEC」商品サービスにおける CEFR-J の活⽤ 太⽥ 千尋  

(株式会社 ベネッセコーポレーション) 

9:55 – 10:05 CEFR-J に準拠したレベル別英語コーパスの構築 星野 守 

(株式会社 ネットアドバンス) 

10:05 – 10:15 PROGOS  

- ビジネス英語スピーキングテストにおける CEFR, CEFR-J 活⽤の試み 

安藤 益代 

(株式会社 レアジョブ) 

10:15 - 10:20 休憩  

10:20 - 10:30 CEFR-J を⽤いた４技能の指導と評価の⼀体化に向けて 

ー「Z 会 LIPHARE 英語 CAN-DO テスト」の活⽤の観点から 

笠嶋 祐志 

(Ｚ会ソリューションズ) 

10:30 – 10:40 CEFR/CEFR-J を応⽤した三省堂刊⾏物 寺本 衛 

(株式会社 三省堂) 

10:40 – 10:50 CEFR-J レベルで練習可能な英語 4 技能対策アプリのご紹介 

 

⾚池 雅光 

(株式会社 サインウェーブ) 

10:50 – 11:00 休憩  



  

基盤研究 (A) 2016-2019 プロジェクト報告:データ班 (CEFR-J 関連ツールの紹介とデモ) 

11:00 – 11:20 CEFR-J Text Profile の概要と CVLA の使い⽅ 

 

内⽥ 諭 (九州⼤学) 

11:25 – 11:45 CEFR レベル判定ツールの紹介 

 

林 正頼 (東京⼯業⼤学⼤学院⽣) 

奥村 学 (東京⼯業⼤学) 

11:50 – 12:10 CEFR-J Grammar Profile の概要と活⽤法 

 

⽯井 康毅 (成城⼤学) 

12:10 – 13:15 LUNCH 休憩  

13:15 – 13:30 Opening Address Yukio Tono  

(Tokyo Univ. of Foreign Studies) 
 Invited Speech Masayo Tomitaka 

(MEXT)  

13:35 - 13:55 The CEFR-J 2016-2019 Project Overview Masashi Negishi  

(Tokyo Univ. of Foreign Studies) 
KAKEN Report: CEFR-J CAN-DO Task & Test Development 

14:00 – 14:20 Listening: 

CEFR-J Listening tasks from the Pre-A1 to B2 levels (Video presentation) 
Yo In'nami (Chuo Univ.) 

Hideki Sakai (Shinshu Univ.) 
14:25 – 14:45 Reading: 

CEFR-J Reading tests from Pre-A1 to B2.2 
 

Naoyuki Naganuma (Tokai Univ.) 

Ryoji Murakoshi 

(Kanagawa Prefectural Institute of 

Language and Culture Studies) 



  

14:50 – 15:10 Spoken Interaction: 

CEFR-J Spoken Interaction tests from Pre-A1 to B2.2 

Rie Koizumi (Juntendo Univ.) 

Emiko Kaneko (Aizu Univ.) 
15:15 – 15:35 Spoken Production: 

CEFR-J Spoken Production tests from Pre-A1 to B1.1: Some considerations on 

sources of difficulty 

Tomoko Takada (Meikai Univ.) 

Emi Izumi (Kyoto Univ.) 

15:40 – 16:00 Writing:  

CEFR-J Writing tests from Pre-A1 to B2.2 
Yoji Kudo (Tamagawa Univ.) 

Yoshiyuki Notohara (Doshisha Univ.) 

Yasuo Nakatani (Hosei Univ.) 
16:00 – 16:15 Break  

Keynote Speech 

16:15 – 16:20 Session chair Masashi Negishi  

(Tokyo Univ. of Foreign Studies) 

16:20 – 17:20 Keynote speech: 

The CEFR Companion Volume: Implications for the CEFR-J 
Professor Barry OʼSullivan  

(British Council) 
17:20 – 17:30 Closing ceremony Masashi Negishi  

(Tokyo Univ. of Foreign Studies) 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

オンデマンド研究実践発表の動画リンク 
 

[1] タイトル: デジタルネイティブ世代の⾼校⽣のためのスピーキング指導法  

発表者:  ⽔野 資⼦ (⽬⽩研⼼中学校⾼等学校) 

URL:   

 

[2] タイトル: 学習者の産出語彙増加を⽬指す CEFR-J Wordlist を⽤いた語彙学習システムの試み 

―Moodle と Quizlet を利⽤して―  

発表者:  ⾦⼦ ⿇⼦ (東京理科⼤学)・Dean Poland (早稲⽥⼤学)・Alana Campbell (昭和

⼥⼦⼤学)・吉冨 朝⼦ (東京外国語⼤学) 

URL:    

 

[3] タイトル: 潜在プロファイル分析を⽤いた CEFR-J レベルの推定 

発表者:  ⾺場 正太郎 (東京外国語⼤学⼤学院) 

URL:   

 

[4] タイトル: CEFR-J を⽤いた校内パフォーマンス評価タスクと 

外部試験との関連についての考察  

発表者:  松井 市⼦ (新潟県⽴津南中等教育学校) 

URL:   

 

[5] タイトル: Applying the CEFR-J to English language textbook design 

発表者:  Colin Thompson (Josai International University) 

URL:   

 

[6] タイトル: 英語学習⽀援システム Enavis 

発表者:  服部 正嗣・藤⽥ 早苗・⼩林 哲⽣・納⾕ 太 

(NTT コミュニケーション科学基礎研究所) 

URL:   

 

投野由紀夫
※　動画リンクは webinar 終了後、公開可能なものだけ web でご案内しています



  

オンデマンド・ワークショップの動画リンク 
 

[1] タイトル: 【話すこと (発表)】 

CEFR-J に基づくタスク達成のための段階的指導（話すこと[発表]A2.2）  

発表者:  ⾼⽥智⼦ (明海⼤学) 
URL:   

 

[2] タイトル: 【ライティング】 

Bレベルのライティング・タスクの作成 

発表者:  能登原 祥之 (同志社⼤学) 
URL:   

 

[3] タイトル: 【話すこと（やりとり）】 

テストタスクの実施と採点―A2.2 タスクに焦点をおいて 

発表者:  ⾦⼦ 恵美⼦ (会津⼤学)・⼩泉 利恵 (順天堂⼤学) 
URL:   

 

[4] タイトル: 【⾳声認識】 

⾳声認識の⼊⾨ 

発表者:  篠崎 隆宏 (東京⼯業⼤学) 
URL:   

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

企業による CEFR-J 活⽤プレゼンテーション 

 

11 ⽉ 28 ⽇   9:45 – 9:55 

「GTEC」商品サービスにおける CEFR-Jの活用 

太⽥ 千尋 

株式会社 ベネッセコーポレーション 

chihiro.ota@mail.benesse.co.jp 

 
「GTEC」は、2017 年に CEFR、2018 年に CEFR-J と「GTEC」スコアとの関連付け調査を行い、各レベ

ルの can-do statementsを作成しました。その結果を用いて、テストの返却においてそれまで使用していた

「GTECグレード」から、CEFR-Jのレベルに 2019年度改定しました。テスト結果とともに CEFR-Jで示され

たレベルと、次のレベルへ達するための学習アドバイスを生徒の帳票に載せて活用しています。テスト受

検者に配布している付属教材では、CEFR-J のレベルごとに学習項目が構成されており、テスト結果の

CEFR-J レベルに応じて、生徒ごとに最適な学習レベルと内容のページに取り組めるようになっています。

学校の指導や学習、また目標設定などに CEFRの観点が加わることを期待しています。 

 
 

 
11 ⽉ 28 ⽇   9:55 – 10:05 

CEFR-Jに準拠したレベル別英語コーパスの構築  

星野 守 

株式会社 ネットアドバンス 

hoshizzz@netadvance.co.jp 

 
「小学館コーパスネットワーク（SCN）」は British National Corpus（1億語）、Wordbanks Corpus（6億語）、

専門分野ウェブコーパス LECS（Large-size English Corpus on SCN）（21億語）などを日本語の共通インタ

ーフェースで利用できる商用検索サービスだが、コーパスが言語研究だけでなく、より広範な英語教育の

場面と分野で利用されることをめざし、現在、投野由紀夫先生（東京外国語大学）、奥村学先生（東京工

業大学）の監修のもと、CEFR-J の枠組みに準拠した A1～B2 のレベル別・分野別ウェブコーパスを構築

中である。この発表では、テキスト収集方法やレベル判定方法、分野構成など、プロジェクトの概要と展

望について述べる。 
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11 ⽉ 28 ⽇   10:05 – 10:15 

PROGOS - ビジネス英語スピーキングテストにおける 

CEFR, CEFR-J活用の試み 

安藤 益代 

株式会社 レアジョブ 法⼈事業本部 

masuyo.ando@rarejob.co.jp 

 
学校・大学等で CEFR-J に基づく英語教育を受けた人が今後社会に出ていく一方、日本の企業では

CEFRや CEFR-Jの活用は、まだあまり浸透していないのが実情です。しかしグローバルな事業展開を進

める多くの企業にとって、社員の実践的な英語力、とりわけ発信力の不足が課題とされ、社員の実力の

可視化と効果的な学習機会の提供が必要になっています。その解決策として、For learning をコンセプト

とし、CEFR, CEFR-Jに基づいた英語スピーキングテスト PROGOSが開発されました。生涯学び続ける自

律した学習者を育成するという観点も踏まえ、PROGOSを使った企業における取り組みをご紹介します。 

 
 
 

 
11 ⽉ 28 ⽇   10:20 – 10:30 

CEFR-Jを用いた４技能の指導と評価の一体化に向けて 

「Z会 LIPHARE 英語 CAN-DOテスト」の活用の観点から 
 

笠嶋 祐志 

Ｚ会ソリューションズ 

kasashimayuji@zkai.co.jp 

 
Ｚ会から 2018年 4 月より提供を開始している「LIPHARE 英語 CAN-DOテスト」は CEFR-J を活用して、

英語の 4 技能の測定を行うテストです。出題内容は CEFR-Jの CAN-DO ディスクリプタに準拠しているた

め、受験者にとっては自身が「英語で何ができるか」を実感しやすいテストとなっております。ここでは、

2019年度以降に本テストを受験した中高生の試験結果をもとに、中高生のCEFR-Jレベルおよび英語学

習上の課題について考察いたします。あわせて、テストの結果を指導に活かすという意味での「指導と評

価の一体化」に向けて、Ｚ会グループより提供している CEFR-Jを活用した教材をご紹介いたします。 
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11 ⽉ 28 ⽇   10:30 – 10:40 

CEFR/CEFR-Jを応用した三省堂刊行物 
 

寺本 衛 

三省堂出版局学参・教材出版部次長 

teramotom@sanseido-publ.co.jp 

 
三省堂は投野由紀夫編『エースクラウン英和辞典』の編集進行中であった 2000年代半ばという、比較

的早い段階から CEFR/CEFR-Jの重要性・汎用性に着目してきた。日本で初めて CEFR-J語彙リストを採

用した高校生向け学習英和辞典である 『エースクラウン英和辞典第 2 版』 の刊行以来、小中学生向け

英語辞書や高校生向け英単語帳・英語問題集など多くの出版物に応用してきた。それらを概観し今後

の課題について若干の考察を加える。 

 
 
 
 
 
 

 
11 ⽉ 28 ⽇   10:40 – 10:50 

CEFR-Jレベルで練習可能な英語 4技能対策アプリのご紹介 
 

⾚池 雅光 

サインウェーブ 

akaike@sinewave.co.jp 

 
英語 4 技能対策アプリ『ELST®』は CEFR-Jのレベルチェックテストを受けて、自分がどのくらいのレベ

ルなのか把握することが可能です。アプリに収録されているリスニングやスピーキングといったすべての

学習コンテンツは CEFR-J レベルで分類されております。レベルチェックテストで判定された自分の学習

レベルに合った問題に常に取り組むことで、レベルアップを実感しながら練習することができます。また各

レベル 70 問以上の豊富な問題が用意されているので、中長期的な視点での英語学習も可能です。 
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基盤研究 (A) 2016-2019 プロジェクト報告:データ班 (CEFR-J 関連ツールの紹介とデモ) 

CEFR-J Text Profileの概要と CVLAの使い方 

 内田 諭 

九州大学 

 

 uchida@flc.kyushu-u.ac.jp  

 

1．はじめに 
本発表ではまず CEFR-J Text Profileの概要を示す。その後、CEFR-J Text Profileに着想を得て開発

された英文の CEFRレベル推定システムである CVLA (CEFR-based Vocabulary Level Analyzer)につい

て紹介し、その活用法を示す。 

 

2. CEFR-J Text Profile 

 CEFR-J Text Profile は、CEFR レベルごとに編纂された英語のテキストブックの本文（リーディング、リス

ニングなどの技能別に収録）からなるコーパスを基に計算された統計指標のまとめである。この指標には、

CEFR レベルごとに、文の長さの平均（1 文あたりの単語数）、動詞句の数の平均、関係詞の数の平均、

A1レベルの単語の割合、単語の難しさの平均（A1＝1、A2＝2、B1＝3、B2＝4、C1＝5、C2 ＝6 としたと

きの平均値）など、様々な指標を含む。表 1はテキストのレベル（A1、A2、B1、B2、C）ごとに、各 CEFRレ

ベルの単語の割合と単語の難しさの平均（avg_difficulty）を示したものである（CEFR-J Wordlist, English 

Vocabulary Profileに基づく）。 

 

表 1 テキストのレベルごとの語彙指標 
 

Features A1_per A2_per B1_per B2_per C1_per C2_per avg_difficulty 

Te
xt

 L
ev

el
 

A1 0.858  0.084  0.040  0.011  0.001  0.001  1.20  

A2 0.800  0.119  0.058  0.018  0.001  0.001  1.29  

B1 0.746  0.147  0.076  0.025  0.002  0.001  1.39  

B2 0.692  0.165  0.096  0.039  0.004  0.003  1.50  

C 0.669  0.171  0.105  0.044  0.005  0.004  1.55  

 

この表から、例えば、A2 レベルの語は、A1 レベルと A2 レベルで最も差が大きいこと（A2 レベルのテキ

ストで出現頻度が急増する）、B1 レベルの語は、テキストの上位レベル（B2, C）のテキストの約 10％を占

めること、B2レベルの語はB2レベルのテキストの約 4％程度を占めることなどが読み取れる。このように、

CEFR-J Text Profileを見ることで CEFRレベルごとの文や単語などについての特徴を数値的に理解する

ことができる。 

水嶋 ・荒瀬・内田 (2016)では前述のコーパスをテキストのレベルごとに 1,000語程度のまとまりで分割

し、A1 レベルの単語の割合(A1_per)、平均文語数（MLS）、avg_difficulty（単語の難しさの平均）、

avg_VP（動詞句の数の平均）、avg_max_depth（文構造の深さ平均）、avg_REL（関係詞の数の平均）な

どの指標を用いて、統計的分類手法の一つであるランダムフォレストを用いて分類する実験を実施した。
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その結果、A1とA2の峻別には主に語彙的な指標（太字）、A2と B1の峻別には主に統語的な指標、B1

と B2の峻別には語彙および統語的な指標の両方が寄与することが明らかになった（表 2）。 

 

表 2 ランダムフォレストによる分類指標の重み 

Rank A1 vs A2 A2 vs B1 B1 vs B2 

1 A1_per avg_content B2_per 

2 A2_per avg_VP avg_difficulty 

3 avg_difficulty avg_ADVP A1_per 

4 B1_per avg_max_depth avg_REL 

5 avg_CP avg_CP A2_per 

6 CP_per MLS NP_per 

7 avg_REL avg_Dscore B1_per 

8 MLS avg_Lscore REL_per 

9 avg_word_len CP_per avg_TRACE 

10 REL_per NP_per COOD_per 

Accuracy 73.1% 79.8% 79.0% 

 

3．CVLA 
CEFR-J Text Profileは CEFR レベル別の特徴を数量的に表すという点で学術的に有益な成果である

が、一般の利用者にとっては活用が難しい。そこで開発されたのが CVLA (CEFR-based Vocabulary 

Level Analyzer; http://dd.kyushu-u.ac.jp/~uchida/cvla.html)である(cf. Uchida and Negishi 2018)。このオン

ラインのシステムでは、入力された英文に対して、次の 4 つの統計指標から CEFR-J レベルを回帰的に

推定する。 

 

ARI 
ARI is a readability index which is calculated using the following formula: 

4.71(characters/words)+0.5(words/sentences)-21.43 

This index is sensitive to sentence and word lengths. If this index is high, you can lower the text level by 

separating sentences or using shorter words. 

 
VperSent 

VperSent, which stands for "Verbs per Sentence", is the average rate of verbs included in each sentence. If 

this index is high, you can lower the text level by using simpler constructions (e.g. avoiding avoid passive, 

gerund, and past particles). 

AvrDiff 
This index shows the average of word difficulties when A1 is 1, A2 is 2, B1 is 3, and B2 is 4. Word levels 

are determined based on CEFR-J Wordlist (hence the system does not consider C1 and C2 words). 

Functional words are excluded from the calculation. If this index is high, you can lower the text level by 

replacing higher level words with easier ones (e.g. "inform"(B1) -> "tell"(A1)). 
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BperA 
This shows the ratio of B level content words against A level content words (nouns, verbs, adjectives, and 

adverbs). If this index is high, you can lower the text level by avoiding B level words. 

 

CVLAにはリーディングモードおよびリスニングモードがある（ただし、いずれの場合も対話形式につい

ては分析の対象外である）。図 1に CVLAの入力画面を、表 3に分析結果のサンプルを示す。 

 

 

図 1 CVLAの入力画面 

 

表 3 CVLAの結果のサンプル 

CEFR ARI VperSent AvrDiff BperA 

Input 21.24 5.33 1.66 0.23 

Estimated level C2 C2 B2.1 B2.1 

Estimated Text Level:C1 
 

この英文の場合、ARI（リーダビリティスコア）は C2、VperSent（文あたりの動詞の数の平均）は C2、

AvrDiff（単語難易度の平均）は B2.1、BperA（A レベルの内容語に対する B レベルの内容語の割合）は

B2.1 と判定され、総合的には C1 という判定となった。このように CVLA を利用することで英文がプロファ

イリングされ、その統計値から推定される CEFR-J レベルを知ることができる。これらの指標のリーディング

およびリスニングの CEFRレベル別の平均値を表 4、表 5に示す。 

 

表 4 Readingセクションの各レベルの平均値 

Reading ARI VperSent AvrDiff BperA 

A1 5.73 1.49 1.31 0.08 

A2 7.03 1.82 1.41 0.12 

B1 10 2.37 1.57 0.18 

B2 12.33 2.88 1.71 0.26 
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表 5 Listeningセクションの各レベルの平均値 

Listening ARI VperSent AvrDiff BperA 

A1 4.52 1.44 1.27 0.06 

A2 6.56 2.05 1.41 0.11 

B1 7.99 2.35 1.5 0.13 

B2 11.72 3.16 1.67 0.19 

 

4．まとめ 

本稿では CEFR-J Text Profileの概要とその活用のためのアプリケーションである CVLAについて紹介

した。これらの情報・アプリケーションを用いることで、英文のレベルをある程度客観的に判定することが

可能となる（ただし、結果は公式に CEFR-J レベルを保証するものではなく、参考値である）。今後、学習

者が書いた英文等、産出技能についてのアプリケーションの開発も進めていく予定である。 

 

 

参考文献 

Uchida, S. and M. Negishi (2018) Assigning CEFR-J levels to English texts based on textual features. In Y. Tono 

and H. Isahara (eds.) Proceedings of the 4th Asia Pacific Corpus Linguistics Conference (APCLC 2018), 

pp. 463-467. 

水嶋海都, 荒瀬由紀, 内田 諭 (2016) 「CEFR 準拠教科書における語彙・構文の特徴分析とレベル自動分

類」 『言語処理学会第 22回年次大会発表論文集』 pp.789-792. 
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Appendix 

CVLA 入力のサンプル 

Children of all ages gathered in New York City recently for the International Toy Fair. Hidden among 

already popular toys were new, high-tech educational products. 

Educational products are important to the toy industry. In recent years, parents have shown an interest in 

STEM-related toys - ones that help teach Science, Technology, Engineering and Mathematics. 

But now, toymakers are working to create products for improving a child’s emotional intelligence. These 

toys reportedly not only help raise intelligence in children, but also their emotional quotient, or EQ. 

Companies showed off their products last week at New York’s Jacob Javitz Convention Center. 

PleIQ is a set of plastic toy blocks. It uses augmented reality technology to teach words, numbers and 

other things. 

Edison Durán directs the company that makes PleIQ. She showed people at the toy fair how virtual 

images appear on the blocks when they are held in front of a tablet camera. 

Intelligence includes intrapersonal skills -- processing information within one’s mind -- and interpersonal 

skills, or dealing with other people. Durán said PleIQ builds on both by having children act as teacher or 

guide to a companion character. (188 words)  

VOA Learning English (https://learningenglish.voanews.com/a/new-toys-help-build-emotional-intelligence-in-

children/4274255.html) 

 

 ARI VperSent AvrDiff BperA Overall 

Input 10.5 2.31 1.64 0.18 
 

Est level     
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CEFRレベル判定ツールの紹介 

林 正頼 

東京工業大学 

奥村 学 

東京工業大学 

hayashi@lr.pi.titech.ac.jp oku@pi.titech.ac.jp 

 

1．概要 

英語教育において，学習者が書いた英作文が，どの程度のレベルであるかを把握することは，教育者，学習者

双方にとって有用である．また，学習者が読むための，教材としての英語テキストが，どの程度のレベルであるか

を把握することも，教育者，学習者双方にとって同様に有用である．本発表では，英作文，コースブックテキスト

の CEFR レベル判定を行うツールを紹介する．本研究では，CEFR レベル判定問題を順序回帰問題として定式

化し，レベル判定の手がかりとして，語彙情報といった基本的な素性に加え，英作文に含まれる誤りの傾向や，

文の容認性などを導入し，それらの有効性を検証する．詳細は[1]を参照して頂きたい． 

 

参考文献 

1. Masanori Hayashi, Ryohei Sasano, Hiroya Takamura and Manabu Okumura, Judging CEFR Levels of English 

Learner's Essays Based on Error-type Identification and Text Quality Measures, In Proceedings of the 18th 

International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLing 2017). (2017) 
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CEFR-J Grammar Profileの概要と活用法 
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1. CEFR-J Grammar Profile の構成と背景 

CEFR-J Grammar Profileは、文法項目の包括的なリスト、CEFR(-J)レベル別のコーパスにおける各文法項目

の頻度、EFL コースブックコーパスのデータに基づいて規定された各文法項目の CEFR-J レベル、そして関連

のリソースから成る。CEFR-J Grammar Profile の構築の目的は、CEFR-J レベルの観点で日本人英語学習者が

文法項目をどのように学習・使用しているかを明らかにし、各文法項目を指導すべき習熟段階に関する情報を

提供し、教育実践の改善に資することである。 

近年、CEFR の枠組みに基づく L2 学習者の習熟度プロファイリングに関する関心と利用可能なリソースが増

えてきていて、その中には文法に焦点を当てたものも含まれる。例えば、English Grammar Profile (2015)や GSE 

(Global Scale of English) Teacher Toolkit (2016)は、文法項目と習熟度を結びつけた情報を提供している。

CEFR-J Grammar Profileはこれらと類似したプロジェクトであるが、主要なELT出版社から出版されているCEFR

に基づく 100 点以上のコースブックのデータを集めたコーパスに加えて、日本人英語学習者による話し言葉と

書き言葉のデータに基づいているという点が最大の特徴である。CEFR-J Grammar Profileの現時点での最新バ

ージョンは 20200220（2020年 2 月 20日版）である。 

 

2. 文法項目リスト 

CEFR-J Grammar Profile (Version 20200220)には 263の文法項目が収録され、動詞や構文に関する項目に

関しては肯定平叙文・否定疑問文などの文種別の異なる変種もあるため、それらを数え上げると 501のパターン

が収録されている。文法項目は、先行研究と、教科書やコーパスなどの独自の分析に基づいて選定された。 

CEFR-J Grammar Profileに含まれる全ての文法項目は、実際の語形・品詞・レマによって定義されている。任

意の英文中の全ての語の品詞とレマの情報を取得するために、TreeTagger (Schmid 1994)を利用しているが、そ

の他に前処理と後処理を施している。例えば、JEFLL corpus に含まれる“One day I walked to <jp>Jyuku</jp> 

with my friends.”という文は、前処理・TreeTaggerによる処理・後処理によって、次の形に変換される。 

One_CD_one day_NN_day I_PP_I walked_VVD_walk to_TO_to JP_NP_JP with_IN_with 

my_PP$_my friends_NNS_friend ._SENT_. 

全ての文法項目は正規表現と呼ばれる特別な記法によって定義されていて、上記の形式になっている任意

の英文中の全ての生起例を特定することができる。次の表に文法項目とその定義の例を示す。 
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ID 文法項目 正規表現 

49 比較級 and 比較級 (同じ比較級) ¥b(¥S+_(JJR|RBR)_¥S+) and_CC_and ¥1 

66 時制・相(過去進行)(肯定平叙) 
(was|were)_VBD_be(?! (going_VVG_go to_TO_to| 

gonna_VVG_gonna) ¥S+_V._¥S+) ¥S+_V.G_¥S+ 

145 助動詞+完了(肯定平叙) (?!cannot¥b)¥S+_MD_¥S+ have_VH_have ¥S+_V.N_¥S+ 

 

3. CEFR-J Grammar Profile が提供する情報と活用の可能性 

CEFR-J Grammar Profileのプロジェクトにおいてこれまでに文法項目の頻度を分析したコーパスには、（1）世

界的に使用されている EFL コースブックのコーパス、（2）日本の中学校・高等学校の英語の検定教科書のコー

パス（以上インプットデータ；いずれもプロジェクト外非公開）、（3）JEFLL Corpus、（4）NICT JLE Corpus、（5）

ICNALE（以上日本人英語学習者のアウトプットデータ）がある。（1）のデータのサンプルを次の図に示す。 

 

CEFR-J Grammar Profileは、各種コーパスにおけるレベル別の文法項目使用頻度・分布の情報に加えて、各

文法項目をどの CEFR-J レベルで指導すべきかを示した教員向けのデータも提供しているが、さらに、CEFR-J 

Grammar Profileを利用した分析は任意の英文テキストデータに対して適用可能であり、これらのリソースを組み

合わせることで、学習者のインプット・アウトプット、テストの英文などを文法項目使用状況の観点で多角的に評

価し、改善できる可能性がある。文法項目の使用状況は、文章・発話内容のレベルを規定する大きな要因のひ

とつであり、これを客観的に調査・評価できるという点で CEFR-J Grammar Profile が英語教育実践の改善に寄

与することが期待される。 

参考文献 

English Grammar Profile. (2015). http://www.englishprofile.org/english-grammar-profile 

Schmid, H. (1994). Probabilistic part-of-speech tagging using decision trees. Proceedings of International 

Conference on New Methods in Language Processing, 45–49. 

The GSE (Global Scale of English) Teacher Toolkit. (2016). https://www.english.com/gse/teacher-toolkit/user/lo 
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1．Standard setting for existing language tests 

During this four-year project, we have developed the CEFR-J-based tests and continued to refine the 

CEFR-J-based grammar, vocabulary, and text profiling tools.  

If the test is developed independently of the CEFR/CEFR-J Can Do descriptors, standard setting is 

performed. There are basically two approaches to CEFR/CEFR-J-based standard setting for existing language tests. 

For item-centered standard-setting (e.g. Bookmark Method), a standard is set between the test items arranged in 

order of difficulty referring to the nature of each level of the CEFR/CEFR-J. For performance-centered standard 

setting (e.g. Borderline Groups Method), a standard is set between the testees’ performances arranged in order of 

their ability. 

 

2．Test development based on Can Do descriptors 

In contrast, test tasks may be created directly based on CEFR/CEFR-J Can Do descriptors. In this case, 

the success or failure of each test item indicates whether the level of the Can Do descriptor has been reached. Our 

project has adopted this approach. Since the CEFR-J takes the action-oriented approach like the original CEFR, we 

need to specify the social context and the role of the test takers in that context.  

 

2.1. Development of tests of receptive skills 

In order to develop tests of receptive skills, we have to prepare texts of specified types (e.g. letters, 

newspaper articles) and appropriate levels, and make the test tasks as authentic as possible.  

The text should have an appropriate text type specified in the Can Do descriptor, and should also be at 

the targeted level. A variety of factors affect the difficulty of the text. Linguistic factors include the vocabulary and 

grammar used, but the length of the sentences and the complexity of the structures used are also major factors. There 

are a number of readability formulas that incorporate these factors, but these indexes are not related to the CEFR or 

the CEFR-J. Therefore, our group has developed a number of web-applications, such as CVLA: CEFR-based 

Vocabulary Level Analyzer (ver. 1.1) (http://dd.kyushu-u.ac.jp/~uchida/cvla.html) and an English Level Checker 

(http://lr-www.pi.titech.ac.jp/gradesystem/) to check the text level. However, the difficulty of a test item cannot be 

determined by the text level alone. 
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When creating a CEFR-J test task, it is necessary to remember that the original CEFR had an action-

oriented approach. With respect to receptive skills, tests in which testees are required to read or listen to a written 

or spoken text and make multiple-choice responses are often used, but no such task is performed in real life. When 

creating a test task for the CEFR-J, it is necessary to first consider whether it is possible to set up a real-life task in 

the test. If this is not possible, then we need to pursue “interactional” authenticity instead of “situational” authenticity, 

which means enhancing the degree of cognitive authenticity of the test taker interacting with the text. 

 

2.2. Development of tests of productive skills 

In the case of the development of productive skill tests, the tasks described in the Can Do descriptors 

are generally straightforward, and can be used as they are. However, the settings and the roles of the speakers and 

writers in the Can Do descriptors are written to allow for multiple interpretations, and therefore need to be specified 

accordingly. For example, one of the two Can Do descriptors in A1.2 for "writing" is: 

 

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

words and basic expressions. 

 

The corresponding test task would be as follows: 

 

An ALT teacher, Chris, who is in charge of your English class, will be celebrating his birthday next week. Write 

and send a message card. On the card, write your thoughts on the class and words of thanks in addition to words 

of congratulations. 

 

The basic task is described in the Can Do Descriptor, so all you have to do is specify the context in the test task. 

Scoring tests of productive skills can be broadly divided into two methods. One is “holistic scoring”. 

This method of scoring was chosen in our project to estimate the task difficulty using Many-Facet Rasch 

Measurement. Another method is “analytic scoring”. For example, in the assessment of written texts individual 

scores are assigned to separate aspects of writing quality, such as organization, content, language use, vocabulary, 

and mechanics. Aspects to be assessed should accord with the nature of the task. Assessment of “grammar” and 

“vocabulary” can also be conducted using a web-application such as the English Level Checker (http://lr-

www.pi.titech.ac.jp/gradesystem/). 
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1．CEFR-J listening tasks from the Pre-A1 to B2 levels 

Following the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR; Council of Europe, 

2001), its Japanese version—CEFR-J (Negishi, Takada, & Tono, 2013)—consists of listening, reading, spoken 

interaction, spoken production, and writing. CEFR-J listening tasks were developed by a team of experts, with these 

tasks covering the PreA1 through B2 levels (see Figure 1 for some of these levels). In Years 1 and 2, validation 

studies on the Pre-A1 through A2.2 levels were reported. Our presentation today reports on some of the findings 

from our latest validation study in Year 3—the final year of the project. 

 

 

Figure 1. CEFR-J listening descriptors from the A2 to B2 levels (Version 1.0). Adopted from http://www.cefr-

j.org/download.html 
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2．Study 

Eleven newly-developed items were administered to 22 university students on August 2019. The tasks 

were presented in 3-option multiple-choice format and aimed to correspond with A2.2_2 through B2.2_2 descriptors. 

The results were analyzed from several perspectives using the Rasch model. One key aspect was whether the order 

of the task difficulty estimated in the analysis was as predicted. Table 1 shows that the predicted and estimated 

difficulty of tasks were not consistent with each other. More specifically, based on the CEFR-J listening levels, 

A2.2_2_Q33-Q35 were predicted to be the least difficult among tasks, whereas B2.2_1_Q42 and Q43 were 

predicted to the most difficult. However, the estimated difficulty shows that B1.2_1_Q38, B1.2_2_Q39, 

B2.1_1_Q40, B2.2_1_Q42, and B2.2_2_Q43 were the least difficult and A2.2_2_Q33 was the most difficult. Thus, 

the comparison of the predicted and estimated difficulty of tasks shows that A2.2_2 was predicted to be the easiest 

but was found to be the most difficult. In other words, B1 and B2 tasks were predicted to be more difficult than 

A2.2_2 but were found to be easier. Thus, the predicted difficulty of tasks did not match the actual, estimated 

difficulty of tasks. 

 

Table 1. Predicted and Estimated Rank-order Difficulty of Tasks 

Predicted Estimated Estimated 

difficulty (logit) 

B2.2_1_Q42, B2.2_2_Q43 (most 

difficult) 

A2.2_2_Q33 (most difficult) 3.84 

B2.1_1_Q40, B2.1_2_Q41 A2.2_2_Q34 .43 

B1.2_1_Q38, B1.2_2_Q39 A2.2_2_Q35 -.86 

B1.1_1_Q36, B1.1_2_Q37|,  B1.1_1_Q36 -.86 

A2.2_2_Q33, A2.2_2_Q34, 

A2.2_2_Q35 (least difficult) 

B2.1_2_Q41 -.86 

B1.1_2_Q37 -1.67 

B1.2_1_Q38, B1.2_2_Q39, B2.1_1_Q40, 

B2.2_1_Q42, B2.2_2_Q43 (least difficult) 

-2.95 

Note. The five tasks totaling five items, including such as B1.2_1_Q38, were answered correctly by all examinees 

and estimated to be the least difficult tasks. 

 

References 

Linacre, M. (2016). Winsteps (Version 3.92.1). Retrieved from https://www.winsteps.com/winsteps.htm 

Negishi, M., Takada, T., & Tono, Y. (2013). A progress report on the development of the CEFR-J. In E. D. Galaczi 

& C. J. Weir (Eds.), Exploring language frameworks: Proceedings of the ALTE Kraków Conference (pp. 

135–163). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
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1．CEFR-J Reading Tasks from Pre-A1 to A2.2 

In this presentation, we will give an overview of the process of the development of CEFR-J reading tasks 

and will discuss the results of the validity surveys. We first developed the Pre-A1 to A2.2 reading tasks in multiple-

choice format (two tasks in each level, 12 tasks in total) by carefully examining appropriate ways to elicit responses 

through the tasks. Then, the revised tasks were created based on the initial survey data (with 174 high school 

students). The second survey data (with 157 junior high school students) suggests that it is difficult to make 

differences among sub-levels under A1 or A2 when the text profiles (levels) are more or less the same. 

 

2．CEFR-J Reading Tasks from B1.1 to B2.2 

In addition to the A-level tasks, B-level (B1.1 to B2.2) tasks were developed by choosing one descriptor from 

each level (4 tasks in total). The table below shows the descriptors and the item difficulties estimated by the Rasch 

model based on the survey (with 110 high school students). Unfortunately, the result doesn’t reflect the predicted 

order of the CEFR-J level difficulties, partly due to how to elicit (or control) the reading strategies required in each 

task such as “relating to any accompanying figures or tables” or “compar[ing] differences and similarities between 

multiple points of view”. Possible ways to improve the B-level tasks will be discussed. 

level/task 
item 

difficulties 
ave. descriptors 

B1.1 
Q1 0.01 

0.58 

I can understand the main points of English newspaper and magazine articles 
adapted for educational purposes. Q2 0.54 

Q3 1.18 

B1.2 

Q1 1.49 

0.87 

I can search the internet or reference books, and obtain school- or work-
related 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. 

Q2 1.69 

Q3 -0.56 

B2.1 

Q1 -0.45 

-0.68 

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. 

Q2 -1.11 
Q3 0.21 
Q4 -1.35 

B2.2 
Q1 0.80 

0.27 
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. Q2 -0.27 
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1. CEFR-J spoken interaction test 

In the CEFR-J spoken interaction test, an examiner (usually a teacher) and an examinee (a student) engage in 

a conversation while doing a role play. We developed role-play tasks using CEFR-J descriptors, including authentic 

situations in task cards, and specifying in task instruction sheets how examiners should act to elicit rich 

performances that reflect examinees’ spoken interaction ability. In the current CEFR-J task development Kaken 

project, we developed two tasks and corresponding rubrics for each CEFR-J level, resulting in a total of 20 tasks 

(i.e., 10 levels x 2 tasks for each level).  

Along with the test tasks, we created a three-point holistic rating scale for each CEFR-J level. Rating 2 

describes examinees’ performances being just adequately at the CEFR-J level, performing minimally acceptable 

performances, while Rating 1 illustrates those below the level, and Rating 3 describes those beyond the level, 

performing far better than typical examinees at that level. By referring to CEFR-J and CEFR descriptors, we 

intended to align our tasks and rubrics with the CEFR level difficulty (see Appendix for all the tasks and rubrics). 

Koizumi et al. (2019) reported a detailed process of developing 10 CEFR-J spoken interaction tasks and 

rubrics from Pre-A1 to A2.1. We later added 10 more tasks and rubrics at higher difficulty levels to expand the pool 

of tasks and rubrics. However, we admit that we developed one format out of several possibilities, and that the 

number of tasks is still limited (one task for one CEFR-J descriptor), with examinees’ familiarity with the format 

and topics included in the tasks being a potential factor with regard to the responses to tasks. We used the same 

format of tasks and rubrics across CEFR-J levels, but it may also be possible to vary formats across levels while we 

also need to maintain comparability across levels. We investigated our test with this limitation in mind. 

 

2. Examining the CEFR-J spoken interaction test 

To ensure that our tasks and rubrics function as intended and in order to determine if difficulty levels of the 

tasks accord well with CEFR-J levels, we conducted a study by administering the test to 131 students, scoring their 

performances, and examining the quality of tasks and rubrics using many-facet Rasch measurement (MFRM; e.g., 

McNamara, Knoch, & Fan, 2019) and generalizability theory (e.g., Sawaki & Xi, 2019). 

The 131 examinees consisted of 8 lower secondary school students, 4 upper secondary school students, 112 

university students, and 7 graduate students, with proficiency levels ranging from very low to high. Each examinee 
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spoke using 3 to 18 tasks (out of 20). The number of tasks varied depending on their availability and their predicted 

proficiency levels. The order of tasks was partially counterbalanced. 

Examinees’ performances for each task were recorded and later rated using the rubric, and five raters involved 

the scoring process after rater training. We double rated 88.54% of the performances to examine how raters agree 

with each other (using MFRM) and also how many raters and tasks are needed to maintain sufficient reliability 

(using generalizability theory). 

Our presentation will report the results with a particular focus on three aspects that Koizumi et al. (2019) 

found possibly problematic, using the Pre-A1 to A2.1 level CEFR-J spoken interaction tasks. We revised tasks and 

rubrics based on possible causes for these negative results and also increased the number of tasks. Thus, we are 

currently at the stage of checking if such revision and expansion worked well. The first negative aspect found by 

Koizumi et al. (2019) was a relatively high percentage of underfitting examinees (who did not behave in a way as 

expected by the Rasch model); we are interested in whether such examinees are still found substantially. Secondly, 

“level boundaries are too distant to obtain sufficient information and precision (Linacre, 2002). … Level 2 was too 

easy to achieve and/or Level 3 was too difficult to achieve, and Level 2 did not provide sufficient information” (p. 

17; Level 2 means Rating 2 in this citation). Thirdly, despite a strong correlation between actual task difficulty and 

task difficulty expected from the CEFR-J levels (ρ = .81), we had two tasks (i.e., at A1.1 and A1.3 levels) that 

disrupted the order of difficulty levels. It is necessary to examine the alignment of the current 20 tasks with CEFR-

J levels. 

While CEFR has been used worldwide to develop teaching and testing tasks, with ongoing validation studies, 

the current study seems to be important to cover a very wide range of L2 spoken interaction proficiency levels, 

using role-play tasks with a relatively standardized format, which enables teachers to administer and score the test 

with some instructions and training. The results would lead to practical implications for developing and revising 

tasks and rubrics in alignment with CEFR-J levels. 
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1．Introduction 

In an attempt to provide prototype assessment tasks for spoken production skills based on the CEFR-J, 

we developed a task for each descriptor at PreA1 to B1.1 levels of the CEFR-J. We administered a total of 14 tasks 

to two groups of secondary school students in 2018 and 2019, scored their performances, and examined the degree 

to which the tasks align with the CEFR-J levels. Although most spoken production tasks were in line with the 

difficulty predicted by the CEFR-J levels, there were a few tasks that did not conform to the expected levels. We 

examined those tasks and identified seven factors that may have caused the discrepancies (Table 1). 

 

2．Seven factors that can affect task difficulty 

1. Range of language resources: Generally, tasks for lower levels can be attempted with simple language. 

However, a few topics required a wider range of vocabulary (ex. A1.3-2). 

2. Level of abstraction: The description of opinion (ex. A1.3-1), compared with that of facts, raised the level 

of abstraction, and hence, the level of difficulty. 

3. Familiarity of situation: Since the CEFR-J is mainly for school use, the settings for most tasks we 

developed are the classroom or informal situations. However, discussion (A2.2-2) and debate (A1.3-1) 

seemed somewhat unfamiliar and raised the level of difficulty. 

4. Familiarity of topic: Familiar topics may lower the level of difficulty (ex. A2.1-1). 

5. Fictionality of content: The amount of computation often rises when test-takers need to speak not as 

themselves but as a hypothetical person involved in a specific event or situation relating to the task. 

6. Cross-culturalness of topic: Regardless of topic familiarity, task difficulty can increase if the task requires 

test-takers to translate “cultures” (ex. A1.2 “A Japanese gift to a teacher” and “What is gyudon?”). 

7. Length of planning & answering time: The length of planning time largely affects the test-takers’ fluency, 

especially when a topic is less familiar, or they need to talk about something hypothetical or fictional. 
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Table 1. CEFR-J Spoken Production Tasks (PreA1-A2.2) and Seven Factors that can Affect Task Difficulty 

Level Task 
description Genre 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Range of  
language 
resources 

Level of  
abstraction 

Familiarity 
of situation 

Familiarity  
of topic 

Fictionality 
of content 

Cross-
culturalness 

of topic 

Planning & 
answering 

time (min.) 

Corresponding 
“Task Dimensions (Skehan, 1998)” 

Code 
complexity 

Information 
type 

Familiarity 
of topic and 

its 
predictability 

Familiarity 
of topic and 

its 
predictability 

Familiarity of 
topic and its 

predictability, 
Amount of 

computation 

Amount of 
computation 

Time limits  
and pressure,  

Speed of 
presentation 

Pr
eA

1  1 Simple self- 
introduction 

short 
speech simple concrete familiar familiar real low 0.5 & 0.5 

2 My favorite item short 
speech simple concrete familiar familiar real various 1 & 0.5 

A1
.1

 1 An important 
person in my life 

short 
speech simple concrete familiar familiar real low 0.5 & 0.5 

2 My morning 
routine 

short 
explanation simple concrete familiar familiar real low 0.5 & 0.5 

A1
.2

 1 A Japanese gift 
to a teacher 

brief 
remark 

simple - 
medium medium familiar less familiar fictional high 1 & 0.5 

2 What is gyudon? short 
explanation simple concrete familiar familiar real high 1 & 0.5 

A1
.3

 1 Should students 
have homework? 

long turn in 
a discussion medium medium-

abstract less familiar less familiar real low 2 & 1 

2 What is 
“Sports Day”? 

short 
explanation medium concrete familiar familiar real medium - 

high 2 & 1 

A2
.1

 1 Detailed self-
introduction speech simple - 

medium concrete less familiar familiar real low 0.5 & 1 

2 Photo description long turn in 
a dialogue simple concrete familiar familiar fictional low 1 & 1 

A2
.2

 1 My hometown Speech medium concrete less familiar familiar fictional medium 3 & 1 

2 Suggestion 
for an event 

long turn in 
a discussion medium medium less familiar less familiar fictional low 2 & 1 
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1．CEFR-J Writing Tasks from Pre-A1 to B1.1 

The first phase of our project was to develop writing tasks for Pre-A1 to B1.1 levels (7 levels) based on the 

CEFR-J can-do descriptors (see Table 1). Since there are two descriptors for each level, we developed 14 tasks in 

total. 

  

Table 1. CEFR-J Writing Can-do Descriptors from Pre-A1 to B1.1 

Pre-A1 I can write upper-and lower-case letters and 
words in block letters. 

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

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

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

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. 

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

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

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

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

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. 

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. 

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. 

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. 

(Adopted from http://www.cefr-j.org/download.html) 
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 In order to investigate the difficulty levels of the fourteen tasks, we administered the tasks to 362 junior and 

senior high school students. All the students’ writing products were scored using the holistic scales we developed 

for each task. To examine if the intended difficulty order would be in agreement with that estimated by using scoring 

data, we analyzed the data using many-facet Rasch measurement. The results show that there are some 

inconsistencies between the intended and estimated difficulty 

levels. For example, A2.2.2 (see the box on the right) is 

ranked higher than the three B level tasks (B1.1.2, B1.2.1 and 

B1.2.2) and as high as the other B level task (B1.1.1) Also, 

A1.3.1 is estimated to be lower than both A1.1 level tasks 

(A1.1.1 and A1.1.2) and A1.2 level tasks (A1.2.1 and 

A1.2.2). These two tasks (A2.2.2 and A1.3.1) should be 

revised, and the scoring scales for them should be 

reconsidered as well. 

     In our presentation, we will report on how we have 

revised some of the tasks and scoring criteria in order to 

develop valid tasks from CEFR-J can-do descriptors.  

2．CEFR-J Writing Tasks from B1.2 to B2.2 

The second phase of our project was to create writing tasks for B1.2 to B2.2 levels. We will report in our 

presentation on what should be considered when developing writing tasks of higher CEFR-J levels. 

Table 2. CEFR-J Writing Can-do Descriptors from B1.2 to B2.2 
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. 

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. 

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

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 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. 

(Adopted from http://www.cefr-j.org/download.html)

<Writing Task (A2.2.2)> 

You received the following email from your 

English friend, John. Write a reply email in about 

80 words that tells your opinion about using “san” 

after one’s name. (This instruction was given in Japanese). 

The other day, one of my Japanese 

friends called me in English “John san”. 

I felt a bit strange when hearing my 

name. How do you feel? Would you like to 

use “san” after English names?  

John 
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The updating of the CEFR with the Companion Volume (CEFR-CV: Council of Europe, 2020) has 

brought significant opportunities while raising some important questions for which no answers have, to date, been 

offered. These opportunities are associated with the new elements included in the latest iteration: mediation, 

plurilingualism and plurilingual competence, and an attempt at balancing the number of existing scale descriptors.  

In this talk, I will deliberate on some of the main issues to be addressed when working with this “new” 

CEFR. The main focus of the talk will be on the approach to mediation, the most significant addition to the CEFR 

in terms of scope and scale. In addition to providing a broad overview of mediation as it is operationalised in the 

CEFR-CV, I will highlight a number of issues that have emerged since its publication, including potential cultural 

and linguistic differences in how mediation is perceived and operationalised, and the fact that there are now two 

CEFRs This latter begs the question; which CEFR to use? Despite these issues, there are significant positives to the 

work that has been done by the development team. The broadening of the construct definition is by far the most 

important of these. This is likely to inform task design (including scoring) and performance interpretation. 

In terms of the CEFR-J, the obvious question is whether we should consider a similar broadening of the 

construct? If this is to be done, should the new descriptors be taken as fixed, or is a new Japan-focused project be 

devised, possibly re-scaling the descriptors to give a more appropriate fit with the learning context in Japan. 
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1．Abstract 
   This is an ongoing study aiming to develop a feasible and sustainable pedagogy for the purpose of fostering 
positive attitudes towards interactive speaking and enhancing the speaking proficiency levels of the students 
enrolled in the English course at Mejiro Kenshin Senior High School. This research is in response to the students’ 
strong desire to improve their speaking skills, as shown in the results of our survey (“Which Skills Do You Want to 
Improve More?” conducted in 2018). To maintain the learners’ motivation for the entire school year, the author of 
this study, who was previously engaged in the IT/advertising industry for a decade, is employing a task-based 
learning (TBL) approach, helping the students to become vloggers (video version of bloggers) this year, and 
YouTubers in the long run. The main target audience of their video is the students in their sister school in Taiwan, 
with whom they studied together in Taipei in October 2019 and online a couple times throughout the school year. 
The author carefully selects the topic for their vlog each time, with both language acquisition and content learning 
purposes in mind. To measure and develop the attitudes and proficiency levels of the students, CEFR-J ‘Can Do’ 
descriptors, and the Global Test of English Communication (GTEC) test scores are harnessed. 
 
KEYWORDS: interactive, speaking, TBL, vlogger, YouTuber, CEFR-J, Facebook, SNS, iPad, smartphone 

 

2．Research Questions 
(1) When do you know if your teaching approach has helped students succeed in developing their speaking skills? 
(2) How can CEFR-J ‘Can Do’ descriptors be utilized in revising the school year’s vlog methodology? 

 

3．Background to This Study 
   Being born and living in Japan had long meant that learning English was not absolutely indispensable. Until 
fairly recently, it was possible to survive in the country with a minimum knowledge of English as Naruke, an ex-
president of Microsoft Japan, claimed (2011) that Japanese people misguidedly put great effort in vain into English. 
Unless you are in the minority who need English for occupational purposes as Terasawa, a professor at Tokyo 
University, examined (2012), you seldom feel urged to learn English, with the only exception of the college entrance 
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exams, which mainly focused on knowledge amount and receptive skills (listening and reading). 
   Now, this understanding of English learning has become a tale of old Japan. The government passed a bill in 
December 2018, to open its doors to foreign workers in order to ease the critical labor shortage resulting from a 
severe demographic crisis. As a necessary measure, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology (MEXT) announced changes to admissions policies for all universities. It follows that colleges in Japan, 
from the year 2020 onwards, are highly encouraged to assess high school students’ four skills of English (listening, 
reading, speaking, and writing), with speaking skills being composed of presentation (one-way) and interaction 
(two-way). The long-abandoned skill in high school English classes has officially become the next great challenge 
for both learners and teachers. 

 

4. Previous Research 
• 2014 An Empirical Study of Global English Teaching: Respond-On-The-Spot Education in Japan 
• 2015 How Can We Motivate Students to Write an Essay? Using the Movie “Gravity” as an Experience Simulator 
• 2016 Rapport Building via Flipped Classroom 
• 2018 Making the Students’ Voices Heard as YouTubers: Using CLIL for Enhancing Speaking Skill 

 

5. Methodology 
   Students are given a topic to speak about for their next vlog project about a week in advance. Since it is supposed 
to be a quick plan-do-see assignment, they use their time during breaks or after school to make a video. School 
iPads are available to use in school. For this project, students mainly use the Camera app to shoot themselves, and 
when it is ready to submit, they access the Facebook group page and post an entry with their video. Students give 
“likes” for vlogs that they find enjoyable and understandable. 
 
6. Results and Discussions 
   Using CEFR-J ‘Can Do’ descriptors, the students will assess their own speaking skills at the end of the school 
year. Combined with the GTEC’s objective assessment, some necessary improvements will be made during the 
spring break so that any teacher can utilize this method for their future students in our school. 
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1．目的 
東京外国語大学のセルフアクセス学習センターである英語学習支援センター（ELC）は、週ごとに異なるトピッ

クに関して英語アドバイザーと学習者が英語で会話するスピーキング・セッションを提供している。同セッションは

CEFR に基づくタスクを使用し、CEFR に準拠したレベル（B1 および B2）で実施されている。本研究では、同セ

ッションに参加する学習者が、事前にセッションのトピックに関連する語彙を学習した上でセッションに参加する

ことができるよう、Moodle や Quizlet といった教育用プラットフォーム上に、トピックに基づく語彙学習リソースを提

供し、学習者の産出語彙の増加を試みる。語彙学習リソースとしては CEFR-J Wordlist （2008-2011 年度、課題

番号：20242011、研究代表者：投野由紀夫）を利用し、同リストからトピックに関連する語彙を抽出し、例文・練習

問題とともに Moodle および Quizlet に公開する。 
 

2．背景 
語彙学習の際にコミュニケーションを目的としたスピーキング・タスクを活用することに関しては、多くの研究に

おいて、その効果が確認されており（Amagai, 2018; De la Fulente, 2006; Nation, 2013）、 タスク遂行の際に学習

者が主体的に語彙を使用することから、アウトプット・タスクは語彙学習に効果的だとされている（Nation and 
Webb, 2011）。一方で、PC を利用した e ラーニング語彙学習システムは、手軽に学習者が語彙学習に取り組む

ことができるという理由から、多数の大学において導入されている。だが、e ラーニングによる語彙学習では、学

習者が実際に学習語彙を主体的に使用するレベルにまで学習を深めることは難しく、補完的なアウトプットの場

が必要であると考えられる。そこで、e ラーニングによる語彙学習と、アウトプットの場としてのスピーキング・セッシ

ョンとを組み合わせるという新たな学習モデルの可能性を探る。学習者は学習後にアウトプットの場を得ることに

より、学習した語彙を主体的に使用することになり、その産出語彙の増加へつながることが期待される。 
 
(イメージ) 
e ラーニングによる語彙学習       スピーキング・セッションでの語彙使用 
 
 
 
 

 
 
 

 

3．方法 

アウトプット 学習 
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スピーキング・セッションは、週ごとに異なるトピックが設定されている（例：Hobbies and Pastimes, Family, 
Fashion, University Education など）。このため、ある程度はセッションで使用される語彙を予想することが可能で

ある。一方で、CEFR-J Word List には、 A1 から B2 まで、レベル別に計 7481 語（見出し語）がリスト化されてお

り、語彙には Core Inventory for General English のカテゴリーが付されているため、セッションのトピックと一致す

るカテゴリーの語彙を抜き出すことが可能である。本研究では、CEFR-J Word List からトピック毎に 30 語を抜き

出しリスト化し、それぞれの語に関して、スピーキング・セッションの内容に沿った例文を作成し、これを Moodle
および Quizlet 上に週ごとにアップロードする。両サイトでは、タイピングや穴埋め問題、四択問題、マッチングな

ど、さまざまな形式で語彙を学習することが可能である。学習者は両サイトに自由にアクセスし事前にこれらの語

彙を学んだ上でスピーキング・セッションに参加することになり、同セッションがアウトプットの場として活用される

こととなる。また、Moodle には学習管理機能も備わっているために、ELC が学習者の学習を管理することも可能

である。 
実施後には、スピーキング・セッション参加者を対象に質問紙調査を行い、e ラーニングによる事前の語彙学

習の有用性や、セッションでの実際の語彙使用の有無を検証する。 

 

※本研究は、「科研 基盤研究 B：CEFR-J に準拠した入学から卒業までの英語スピーキング能力の指導・評価

システム」（2018～20 年、課題番号：18H00685、代表：吉冨朝子）の一環として行うものである。 

 

参考文献 
Amagai, Y. (2018). The Effects of Decision-Making Tasks on L2 Vocabulary Learning: Perspective 

From Word Engagement. KATE Journal, 32, 43-56. 
de la Fuente, M. J. (2006). Classroom L2 vocabulary acquisition: investigating the role of pedagogical 

tasks and form-focused instruction. Language Teaching Research, 10, 263-295.  
Shintani, N. (2015).  
Nation, I. S. P., (2013). Learning vocabulary in another language. Cambridge University Press. 
Nation, I. S. P., & Webbs, S. (2011). Researching and analyzing vocabulary. Boston, MA: Heinle. 
『CEFR-J Wordlist Version 1.5』 東京外国語大学投野由紀夫研究室 http://www.cefr-

j.org/download.html#cefrj_wordlist より 2019年 7月ダウンロード 
Quizlet (https://quizlet.com/ja) 
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潜在プロファイル分析を用いた CEFR-Jレベルの推定 

馬場 正太郎 

東京外国語大学大学院 

baba.shotaro.n0@tufs.ac.jp 

 

1．問題 
学習者の英語力を推定することは，指導において欠かすことのできないことである。学習者の英語力を自己

評価の観点から捉えるものとして，CEFR-J（投野, 2013）に基づく「学生自己評価アンケート」が挙げられる。学生

自己評価アンケートは，各領域 22 項目の計 110 項目から構成されており，学習者の英語力を Pre-A1 から C2
レベルまでの 12 段階で捉えることを目指している。この学生自己評価アンケートを用いることで，学習者の

CEFR-J レベルを推定することができると考えられる。 
本研究では潜在プロファイル分析（latent profile analysis）を使用し，学習者の CEFR-J レベルを推定すること

ができるか検証した。潜在プロファイル分析とは，潜在混合分布モデルの一種であり，観測変数が量的変数で

ある場合に，観測変数群の背後に想定する複数の母集団を潜在変数として位置づけ，標本がどのプロファイル

に所属するのかを確率的に表すための分析法である（竹林, 2014）。クラスター数の判断が恣意的だとされるクラ

スター分析に比べ（Lubke & Muthén, 2005），AIC，BIC などの情報量規準や，プロファイルの分類の正確さの指

標である Entropy を用いて，より客観的にプロファイル数を判断できる（Marsh et al., 2009）。 
 

2．方法 
分析には「CAN-DO 学生自己評価アンケート」（投野, 2013）のうち，「やりとり」に焦点を当てた。データには欠

測のない高校生 1636 名のデータを分析対象とした。回答は，「ほとんどできない」，「あまりできない」，「ある程

度は出来る」，「ほぼできる」の 4件法である。ソフトウェアには Mplus version 8.4（Muthén & Muthén, 1998-2017）

を使用した。分析に使用した PC のスペックは，Windows 10 64bit，Intel® Core™i7-8700，RAM 32GB である。 

 

3．結果 
マニュアル（Muthén & Muthén, 1998-2017; 竹林, 2014）を参考に，以下の設定で分析を実行した。推定法に

はロバスト最尤法を使用し，ランダムスタートの初期値を 2000，出力する最適解の数を 200，ブートストラップの

サンプリング数を 10回，反復回数を 1000回に設定した。分析の結果，10 プロファイル以上の場合，エラーが生

じたため，本研究では 2～9 プロファイルまでを分析対象とした。 
まず，適切なプロファイル数を判断する指標として，AIC，BIC，SSA-BIC を求めた。これらの情報量規準は，

値が小さいモデルほど，いいモデルであることを示す。分析の結果，AIC，BIC，SSA-BIC のいずれの指標も，

プロファイル数が 9個の時に最も値が小さく，9 プロファイル解が適切であることが示された。 
次に，ブートストラップ法による尤度比の差（ΔG2）の検定（Bootstrap loglikelihood ratio test, BLRT）について

見る。BLRT は，プロファイル数が k－1個のモデルと k個のモデルの尤度比（log-likelihood）の差（ΔG2）の検定

結果を示しており，p値が有意な時，プロファイル数が k－1個のモデルを棄却し，k個のモデルを採択すると判

断する。分析の結果，いずれも有意な結果となり，9 プロファイルの欄が p < .001 は，となっていることから，8 プ

ロファイルよりも 9 プロファイルのモデルの方がいいことが示唆された。 
また，調査協力者が当該のプロファイルに適切に分類されているかを示す指標である Entropy も求めた。

Entropy は 0 から 1 までの値を取り，値が 1 に近いモデルほどいいモデルだと判断する。Entropy を単独でプロ
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ファイル数の判断指標に使用してはいけないとされている一方（Lubke & Muthén, 2007），Ramaswamy et al.
（1993）は，分類が正確である基準として「.800以上」を推奨している。分析の結果，最も高かったのは 8 プロファ

イル解の場合であったが，いずれも.800 以上の値を示しており，どのプロファイル解でも分類が適切になされて

いることが示唆された。以上の結果を踏まえ，本研究では 9 プロファイル解を採択した。 

 

4. 考察 
潜在プロファイル分析の結果，「学生自己

評価アンケート」のやりとりについて，9 プロフ

ァイルに分けることができることが明らかになっ

た。プロファイル別に各アンケート項目得点を

グラフ化したものが Figure 1 である。 
理論的中央値である2.5点を基準に横軸方

向に各セルの特徴を判断すると，1 セル目は

全てが 1 点付近に集まっているため「Pre-A1
群」だといえる。2 セル目は，A2.2 レベルまで

の項目に 2.5～3.0 点の評定をしていることか

ら「A2.2 群」だといえる。3 セル目は，Pre-A.1
と A1.1飲みが中央値を超えており，「A1.1移
行期群」だといえる。4 セル目は，全ての項目

が3点付近にあり，いずれのアンケート項目に

対しても「ある程度は出来る」と回答している

群である。5 セル目は，全ての項目の評定が 2
点付近であり，全体的に「あまりできない」と評定している群である。6 セル目は，A2.2 までの項目が 3 点を超え

ている「B1.1移行期群」，7 セル目は，B1.1 までの項目が 3点を超えている「B1.2移行期群」，8 セル目は，B2.1
までのレベルの項目には 2～3 点を，それ以上のレベルの項目には 2 点以下の評定している群である。9 節目

は，B2.2 までの項目に 3点以上の評定をつけている「C1移行期群」である。 
以上のように，潜在プロファイル分析を用いることで，アンケートデータから，調査協力者の CEFR-J レベルが

推定できることが示された。ただし，分析に 30分～数時間かかったため，CEFR-J レベルを推定する上で，実用

的な分析法といえるかについては今後議論が必要である。 

 

References 
Lubke, G. H., & Muthén, B. (2005). Investigating population heterogeneity with factor mixture models. 

Psychological Methods, 10(1), 21–39.  
Lubke, G., & Muthén, B. O. (2007). Performance of factor mixture models as a function of model size, covariate 

effects, and class-specific parameters. Structural Equation Modeling, 14(1), 26–47.  
Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (1998-2017). Mplus user’s guide (8th ed.). Muthén & Muthén. 
Ramaswamy, V., DeSarbo, W. S., Reibstein, D. J., & Robinson, W. T. (1993). An empirical pooling approach for 

estimating marketing mix elasticities with PIMS data. Marketing Science, 12(1), 103–124. 
竹林由武（2014）．潜在混合分布モデル 小杉考司・清水裕士（編）M-plus と R による構造方程式モデリング入

門（pp. 228–244） 北大路書房 
投野由紀夫（編）（2013）．CAN-DO リスト作成・活用 英語到達度指標 CEFR-Jガイドブック 大修館書店

Figure 1 プロファイル別得点 
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CEFR-Jを用いた校内パフォーマンス評価タスクと 
外部試験との関連についての考察 

 松井 市子 

新潟県立津南中等教育学校 

 

 ichiko_m4@yahoo.co.jp  

 

1．はじめに 
本シンポジウムでの実践報告は今年で 3 度目である。1 度目は前任校で CEFR-J を Can-do リストに落とし込

み、授業実践した経緯を報告した。2 度目は現任校で CEFR-J を用いた Can-do リストや Text-profile、Grammar-
Profile を指導やタスク作成にどう活用しているか報告した。今年度は教育現場の ICT 化に伴う指導法の変化も

加味しながら CEFR-J を継続的かつ段階的に指導する手順について外部試験結果（民間試験結果の CEFR 表

記）と比較しながら考察する。 

 

2．実践内容 

2.1. 対象 

県立中等教育学校 4 年生（高校 1 年生）54名を対象に、コミュニケーション英語（CE）Ⅰ（4単位）および英語

表現（EE）Ⅰ（2 単位）で行った実践を報告する。6 月から使用している教科書は『PRO-VISION English 
CommunicationⅡ』（桐原書店）（英文レベル C1）と『CROWN English ExpressionⅡ』（三省堂）（英文レベル B1
～C1）である。※本研究の英文レベルチェックは Text-profile と Write&Improve を使用 
2.2. CEFR-J と内部指標，外部指標 

本校は中高一貫校で、CEFR-J に基づき英語の 4技能の到達目標を 1 年 A1.1～6 年 B2.1 に設定している。

4 年の目標は B1.1 だが、生徒の実情に合わせて A2.2～B2.1 のタスクを作成する。 
定期考査のライティングと授業中のスピーキングテストを校内パフォーマンス評価タスク（内部指標）と位置づ

ける。定期考査では教科書の題材を中心に 3技能（スピーキング以外）・2知識領域（語彙・文法）を CEⅠと EE
Ⅰを合わせて 110分で出題する。リーディングは教科書準拠の英文 CEFR B1～C1 を 2 題、リスニングは A1～
B2 を約 15分間、ライティングは B1.1～1.2 を期待する問題を 1 題出題する。また、授業中のスピーキングテスト

はやりとり B1.1～2.1 を期待するタスクを、週 1回の ALT（外国人指導助手）との TT（ティームティーチング）で実

施する。発表は B1.1～1.2 を期待するタスクを、数か月に 1回の頻度で学校行事等と絡ませて実施する。 
外部試験（外部指標）は GTEC を 3 年次から 6 年次の 6～7 月に定点記録する。 

2.3. ICT 環境と教材の ICT 化 

本校には，県から供給されるネット回線と PC 教室の PC 約 40 台の他、2019 年度は学校の独自回線の wifi
教室 3 部屋とタブレット PC約 40台、PC約 40台がある。教材は ICT環境の変化に伴い様変わりしている。文

法参考書『ジーニアス総合英語』（大修館）は予備校講師の動画を視聴できるようになったり、文法演習も「到達

度テスト」および「スタディサプリ」（リクルート）アプリで動画視聴だけでなく、ネット上での演習や間違えに応じて

カスタマイズされた問題が提供されたりしている。この変化に対応すべく、これまで授業で行っていた文法説明

を帰納的に捕捉する程度に留め、浮いた時間を英語でのやりとりに充てた。さらに、教科書『Pro-Vision English 
Communication』も「English Central」アプリで動画や語彙、発音練習のサービスが始まったため、技能別に特化

した活動を行った。Write & Improve や Speak & Improve（ケンブリッジ大学提供）などの AI による添削アプリは
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ライティングやスピーキングを瞬時に CEFR 判定し、前者はスペルミスや構造上のアドバイスも与えてくれる。「ス

タディサプリ English」（リクルート）はレベル別のドラマ仕立てのストーリーで、速度調節ができる音読ドリルや、そ

の完成度を数値化したり出来栄えに応じた励ましの言葉がけが AI により提供されたりする。 
2.4. 授業内容 

CEⅠの授業では、生徒の希望に基づく習熟度別クラス（基礎と発展）を作ったが、多くの時間は合同授業で

ある。1 単元 4 コマ（1 コマ 48 分）で PC を使った活動をする。1 コマ目リーディング（タイマーを使って wpm 測
定、その後教科書の Q&A解答）、2 コマ目リスニング（English Central を使って教科書の Notes が埋まるまで繰

り返し動画を視聴）、3 コマ目ライティング（Write&Improve を使って単元サマリー作成、word で提出）、これを 3
単元分実施する。この期間に週 1回の ALT との TT を入れ、スピーキング（ペアで 5分間単元についてやりとり）

を実施し、JTE と分担で Recast しながら形成的評価をする。待っている間、生徒は上記アプリを使った個別学習

を進める。定期考査前の 2～3 コマは習熟度別クラスで 3単元分のポイント文の和訳や文法演習をしたり、リスニ

ングやスピーキングの活動を行ったりする。 
EEⅠの授業では、基礎と発展に加えて超発展クラスを用意し、基礎クラスは教科書ベース、発展クラスと超発

展クラスは教科書を概ね自学で進め、ディベートやディスカッションなどのやりとりをする。年間授業の 3 割は学

年合同プロジェクトを進め、海外の中高生とのやりとりに向けた準備や活動を行う。 
語彙は CEⅠで『DataBase4500』（桐原書店）から週 1回、文法は朝テストで『ジーニアス総合英語』と「スタディ

サプリ」から週 1回小テストを実施する。 
3．結果と考察 
外部試験の結果は表 1 の通りである。ICT を活用し、パフォーマンスタスクの回数を大幅に増やして

継続的かつ段階的に実施した結果、ライティングとスピーキングの伸びは外部指標にも現れた。英語力

調査結果（2018）から B レベル「自立した言語使用者」を育成する必要性が示唆されたが、CEFR-J を

活用した段階的指導が ICT を補助的に使用することで効果があることを示せた。さらに個に応じた指

導法の検討が今後の課題である。  
 

表 6 外部試験（3 年 GTEC Basic, 4 年①GTEC Advanced,4 年②12 月リンガスキル）における CEFR 別人数 

 読む 聞く 書く 話す 

 3 年 4 年① 4 年② 3 年 4 年① 4 年② 3 年 4 年① 4 年② 3 年 4 年① 4 年② 

N 56 54 51 56 54 51 56 54 52 56 54 50 

PreA1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

A1 21 3 16 26 6 13 12 5 3 27 12 8 

A2 33 44 24 27 26 29 32 35 20 29 40 20 

B1 2 7 10 2 20 5 12 14 29 0 2 21 

B2 0  0  0 0  2 4 0  0  0 0  0  1 

引用文献 

文部科学省(2018)『英語力調査結果（高校 3 年生）』（令和元年 10 月 15 日閲覧） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2018/04/06/1403470_03_1.pdf
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Applying the CEFR-J to English language textbook design 

Colin Thompson 

Josai International University 

thompson@jiu.ac.jp 

 
In response to CEFR’s growing influence within English language education in Japan, the 

textbook ‘Framework English’ was designed to incorporate the communicative aims of CEFR, 

whilst applying the CEFR-J to provide added relevance within a Japanese educational context. 

Framework English began as part of a curriculum development reform of a four skills English 

language program for 1st year students at an international University in Japan. The goals of the 

program focused on developing students’ English communication skills, their cultural knowledge of 

language, and their cognitive ability in order to benefit both their English language skills and their 

wider academic studies. The textbook was designed around 7 topic-based modules of personal and 

social relevance for learners. The communicative tasks and activities created within these modules 

elicited lexical items which were then listed according to the A1-B2 CEFR-J wordlist version 1.5. 

The CEFR-J proved to be an invaluable resource that enabled the implementation of CEFR-listed 

vocabulary for personal teaching use. Furthermore, as the CEFR-J corpus was collated from English 

textbooks within an Asian context, it has the benefit of listing vocabulary that is culturally relevant 

for Asian learners of English. 

 

In terms of the methodology underpinning Framework English, CEFR-J’s Can-do descriptors 

were adapted and implemented into the textbook to enable learners to self-assess their 

performances. Both CEFR and CEFR-J descriptors were used so learners could reflect on their own 

strengths and weaknesses after completing each module. CEFR’s influence within language 

education in Japan has been largely associated with Can-do statements as opposed to pedagogy 

(Negishi and Tono, 2014; O’Dwyer et al. 2017). Consequently, Framework English was designed to 

bridge the gap between assessment and teaching by implementing the communicative aims of the 

CEFR. In terms of pedagogy, CEFR advocates an ‘action-orientated’ approach to language learning, 

in which learners are viewed as ‘social agents’ who use language for communicative purposes 

whilst also being engaged in the learning process (www.coe.int/lang, 2018). For example, 

encouraging learners to set goals, practicing real-world skills, and reflecting on their own strengths 
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and weaknesses in order to become autonomous learners. As the aims of CEFR appeared to 

compliment the English curriculum goals of the current university, Framework English was created 

based on its communicative principles.  

 

The textbook was trialed during the 2019 academic year and is due for online release from 

2020. Results thus far suggest that combining CEFR’s philosophy with the application of the 

CEFR-J can help improve English language teaching at the university level by informing teachers 

of the aims of CEFR, and enabling students to become active, autonomous learners. 
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英語学習支援システム Enavis 
Enavis: An English learning support system 

  

1．はじめに 

同じ英語の教科書で同じ授業を受けていても、学習の進捗には個人差がある。そのため、教科書で習った内

容を十分に理解できたと考える学習者がいる一方で、教科書の記述だけでは理解できず別の教材も参考にし

たいと考える学習者や、教科書の内容にとどまらず更なる応用にまで興味を覚える学習者も存在すると考えられ

る。このとき、各学習者にとって適切な副教材を選べれば、効果的な学習につながると期待できる。しかし、副教

材となりうる英文テキストは多数存在するため、学習者や教育者がすべてに目を通して適切か判断することは困

難である。本研究では、学習者が教科書中から選んだ英文に関連する文法項目や英単語に基づき、多数の英

語絵本の中から個々の学習者に適した副教材を検索できる英語学習支援システム Enavis*を提案する。Enavis

では検索された英語絵本を表示する際に、日本語訳や指定した英文に対応する読み上げ音声を再生する機

能も実装し、Reading だけでなく Listening にも役立つ英語学習支援の実現を目指している。 

 

2．検索の対象と仕組み 

Enavis の検索の概要を図１に示す。 

2020 年度より小学 5 年生から英語が科目となることを踏

まえ、我々は低年齢層にも親しみが持てる副読本候補とし

て英語絵本に注目した。英語母国語話者用教育絵本や絵

本賞受賞作、ベストセラー等を 1907冊購入し、本文を電子

データ化した。 

電子データに対してTreeTagger[1]とCEFR-J Grammar 

Profile 文法項目抽出用正規表現リスト[2]を適用し、各

絵本中に出現する英単語と文法項目を抽出した。英単語と文法項目の出現頻度を特徴として、検索用の索引

を構築した。索引構築および検索にはグラフ索引型類似探索アルゴリズムを使用している。このアルゴリズムは、

検索対象データ一つ一つを頂点とし、類似の頂点同士が接続されたグラフ（ネットワーク）構造を索引とする手

法で、絵や文章など多様なメディアに適用できるため、絵本検索システム「ぴたりえ」にも活用されている[3]。 

ユーザがタブレットのウェブブラウザ上で電子教科書中の気になる英文をタップすると、その英文に出現する

CEFR-J の文法項目と英単語が抽出され（図 2）、それらと関連の深い絵本を検索することができる。 

服部 正嗣 藤田 早苗 小林 哲生 納谷 太 

NTT コミュニケーション科学基礎研究所 

{takashi.hattori.cp, sanae.fujita.zc, tessei.kobayashi.ga,futoshi.naya.ke}@hco.ntt.co.jp 

図１ Enavis による検索の概要 
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3．情報提示の工夫 

Enavis では、著作権上許されている絵本については実際に絵本を閲覧し、タブレット上で確認することができ

る（図 3）。画面上の文章をタップすると、タップしたところから読み上げ音声を再生することもできる。その際、読

み上げられて語が分かるように、読み上げられている英単語の色が強調されて赤くなる。また日本語訳が存在

する絵本については該当ページの日本語訳を確認することもできる。学習レベルに応じた英単語や文法項目

が出現する絵本を、日本語訳や読み上げ音声や絵の補助とともに提示することによって、我々は単語や文法に

関する学習者の記憶定着を狙っている。 

4. おわりに 

本稿では、電子教科書上の英文を指定すると、その英文に出現する CEFR-J 文法項目や英単語を解析し、

関連する絵本を検索、表示することができる英語学習支援システム Enavis を提案した。学習者は Enavis を利用

することでそれぞれの学習状況に適した副教材となりうる絵本を検索閲覧できる。今後は絵本以外にも検索対

象を広げるとともに、教科書から副教材を検索するだけでなく、副教材から教科書の関連部分や別の副教材を

見つけられるように機能を拡張したい。また、今回支援に取り組んだ Reading と Listening に加え、Writing や

Speaking にも役立つ副教材の表示方法についても検討する予定である。 
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図 2 CEFR-J文法項目の抽出例 

図 3 絵本の表示例 

“The Tale of Benjamin Bunny,” by Beatrix Potter, F.Warne & Co., 2002 
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CEFR-Jに基づくタスク達成のための段階的指導 
（話すこと[発表]A2.2） 

高田 智子 

明海大学 

ttakada@meikai.ac.jp 

1．はじめに 

本科研の調査の⼀環として、CEFR-J 話すこと[発表]の A2.2 および B1.1 に基づくタスクを作成し、2019

年 1 月に都内私立高校で実施したところ、達成率がきわめて低かった。受験者のパフォーマンスを分析すると、

その要因は、(1) 概念処理の段階で意味内容の生成に困難があること、(2) 形式処理の段階でメッセージの言

語化に課題があること、が明らかになった。この結果を受け、(1)の対策として、英語によるインプットで知識を広

げること、(2)の対策として、言語形式のプラクティスを充実させること、を提案する。例として、留学生との親睦を

目的にしたイベントを、理由を挙げて提案するタスクを取り上げる。これは A2.2 のディスクリプタのひとつ、「一連

の簡単な語句や文を使って、意見や行動計画を、理由を挙げて短く述べることができる」に準拠したものである。 

 

2．英語によるインプットで知識を広げる 

 国際交流イベントの提案というタスクの難しさが、このようなイベントへの参加経験が乏しいことにあるとすれば、

たとえば海外の大学のウェブサイトから、留学生対象のイベントに関する情報を読んでみる。さまざまなアイディ

アに触れて、国際交流イベントのイメージが具体的になる。読んだ情報に基づき、ブレーンストーミングを行なえ

ば、話題への関心も深まり、自分のアイディアも出てくるだろう。 

 

3. プラクティスを充実させる 

 CEFR「話し言葉の質的側面」によれば、A2 は「まだ基本的な間違いが決まったところで出てくるが、いくつか

の単純な構造を正しく用いることができる」レベルである。A2.2 という B1 に近い A2 であればなおさら、正確さ

への意識も高めていかなければならない。そこでこのタスクに必要な「提案する」「説明する」などに用いる表現を

正確に使えるよう、短時間でテンポよくプラクティスを行う。語彙の使用領域の幅も次第に広げていく。 

 

4. 教科書中心の授業に CEFR-J 準拠タスクを組み込む 

 教科書中心の授業では、単元の課末にある言語活動を CEFR-J 準拠にすると言語活動が充実する。教科書

によって、事実上は空所補充問題という課末の言語活動もあるが、CEFR-J 準拠にすることによりコミュニカティ

ブの度合いを高めることができる。逆に要求度の高い言語活動の場合は、上記(1)(2)の段階を踏むことにより実

行可能なものになる。単元計画は CEFR-J を参考に、教科書課末の言語活動を見直すことから始めてみては

どうだろうか。
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Bレベルのライティング・タスクの作成 

 

能登原祥之 

同志社大学 
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本ワークショップでは、CEFR-J の英語到達度指標 (投野, 2013) に基づき、特に B レベルのライティングタ

スクの作成法を考えていく。その際、(1) CAN-DO ディスクリプタを分析する、(2) 文脈に関連付けたディスクリプ

タに書き換える、(3) ディスクリプタからタスクの指示文を書いてみる、(4) 指示文に必要なプロンプトやワークシ

ートを添えタスクとする、の作成上重要な ４つの手順に注目し考えていく。 

 

1. CAN-DO ディスクリプタを分析する 

 まず、タスクを作成する際、文脈から離れた (context-free) ディスクリプタから文脈に関連付けた (context-

relevant) ディスクリプタに書き換えていくことが必要となる。その際、ディスクリプタを分析することが重要となる 

(Green , 2012, p. 45)。 例えば、B1.1 のディスクリプタを例に分析すると３つに分けられる。 

①身近な状況で使われる語彙・文法 

②筋道を立てて 

③作業の手順などを示す説明文を書くことができる 

分析後、①から、どのような言語活動の質 (quality) まで求めるべきか、②から、どのような内容や条件

（condition）を添えるべきか、③から、どのようなライティング（writing performance）を求めるべきかを考えていく

(投野, 2013, p. 102)。本セクションでは、特に B レベルのライティング・タスクを考える際、どのようにディスクリプタ

を分析し、教育的に配慮すべきかを考えていく。 

 

2. 文脈に関連付けたディスクリプタに書き換える 

ディスクリプタを分析した後、文脈に関連付けたディスクリプタに書き換えていくが、生徒にとって身近な状況

を想像しながら、具体的な言語活動に書き換えていくことが必要となる。例えば、③作業の手順などを示す説明

文を書くことができるから、ソフトやアプリの使い方を書いて説明できる、観光地への道順を書いて説明できる、

緊急時の対応を書いて説明できる、など、作業や手順を少し噛み砕いて具体的な文脈に関連付けたディスクリ

プタに書き換えていく。その際、場面の真正性 (situational authenticity) を追求し過ぎると、タスクが難しくなるの

で配慮が必要となる (Jones, 2009)。本セクションでは、特に B レベルのライティング・タスクを考える際、どのよう

に場面の真正性を追求しつつ、タスクの難易度を調整すべきかも考えていく。 
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3. ディスクリプタからタスクの指示文を書いてみる 

  上記のように文脈に関連付けたディスクリプタに書き換えることで、具体的な状況を設定しやすくなる。そこで

次に、状況設定で重要となるタスクの指示文を実際に書いてみる。例えば、緊急時の対応を書いて説明できる

場合で考えてみると、以下のような指示文がいろいろと書ける。 

  (1a) 友人浩子からメールが朝に届きました。通学途中で駅にいるが、地震で地下鉄が一時ストップして 

慌てているようです。彼女に落ち着くように英語で書いてメールで返信しましょう。  

  (1b) アメリカの友人 John からメールが朝に届きました。通学途中で駅にいるが、交通渋滞でバスがなかな 

か進まずイライラしているようです。彼に渋滞時に確認すべきことを英語で書いてメールで返信しましょう。 

  (1c) カナダの友達の Emma からメールが朝に届きました。Emma は通学途中で駅にいるが、台風接近で電 

車が完全にストップしているようです。対応の手順を英語で書いてメールで返信しましょう。 

  (1d) イギリスの友人 Paul からメールが朝に届きました。通学途中で大阪駅にいるが、大雨洪水警報が出て 

快速電車が一時ストップしそうです。適切な対応を英語で書いてメールで返信しましょう。 

 タスクの指示文は、生徒のタスクに基づくパフォーマンス (task-based performance) に影響を与える (Cho, 

2019)。そのため、指示文を書く際には、生徒のパフォーマンスを想像しながら何種類も書いては書き直す必要

が出てくる (Johnson, 2000)。本セクションでは、特に B レベルのライティング・タスクを考える際、場面の真正性

を追求しつつ適切な指示文をどのように書くべきか文言調整と予想される問題を考えていく。 

 

4. 指示文に必要なプロンプトやワークシートを添えタスクとする 

タスクの指示文がまとまると、必要なプロンプトやワークシートを添える必要が出てくる。上記のような例だと、

届いた英語のメールがプロンプトとして必要となる。また、その返事となるメールを書くワークシートも必要となる。 

本セクションでは、特に B レベルのライティングタスクを考える際、どのようなプロンプトやワークシートを準備す

べきか、また、作成したタスクを使ってどのように指導すべきか効果的なライティング指導法 (e.g., Hyland, 2016) 

も探っていく。 
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話すこと（やりとり）テストタスクの実施と採点 
―A2.2タスクに焦点をおいて 
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1．本ワークショップの目的 

平成 29 年度の英語力調査結果によると、「話す」能力が国の目標値である CEFR A2 レベル以上に達してい

る高校 3 年生は、全体の 12.9％であった。大学生でも、「話す」能力が independent user (自立した言語使用者)

である CEFR B レベルに達している者は、おそらく少数派と思われる。A レベルと B レベルを区別する特徴の

ひとつとして、B レベル学習者の「脈略のあるテキストを作る (Can produce simple connected text)」能力が挙げら

れるが、特に A レベルと B レベルの境界の学習者の場合、発話を引き出す試験官（もしくは教員）のインタビュ

ースキル次第で、発話が「簡単で直接的な情報交換 (a simple and direct exchange of information)」で終始して

しまい、適切な評価ができない可能性がある。本ワークショップでは、インタビュー形式のスピーキングテストの場

面を想定し、学習者から適切なパフォーマンスを引き出すために試験官が気を付けるべき重要なポイントを論じ

たい。ワークショップでは、CEFR-J 「話すこと（やりとり）」の A2.2.1 タスクを例として使用する（タスク詳細は付録

を参照）。さらに、そのタスクを実施して得られた発話をどのように採点するかを共有したい。レベル判定に重要

な要素に注目しながら採点する方法の一つを提示したい。 

 

2．発話を十分に引き出すために 

インタビューがうまく行っていないと、どれほど評価官が優れていても適切な評価はできない。教育現場でイン

タビュー形式のスピーキングテストを実施する場合、試験官は教員が行うのが常だが、教員としてのふるまいと、

試験官としてのふるまいは大きく違う。例えば、学習者を励ますためについ口にしてしまう、”(Very) good.” という

相槌も、テストでは使用するべきではない。A2 レベルの学習者なら、試験官の問いかけに対し、自然なタイミン

グで簡単な受け答えはできるレベルだ。しかし、少し複雑な内容を伝えようとしたり、長い文章を作ろうとしたりす

ると、必死で英語表現を探して何度も言い直し、その挙句に口にした英語表現は、言いたいことは伝わるかもし

れないが、英語としては間違っている場合も多い。また、文章を作るのに非常に時間がかかることもあるだろう。

そのような学生に接すると、正しい表現を与えてしまうのが教師の性ではないだろうか。しかし、テストではそれは

学習者が自分の能力を示すチャンスを、教員自らが潰している行為であることを認識しなければいけない。

A2/B1 レベルの失敗インタビューは、表面的にはスムーズに進んでいるように聞こえるだろう。しかし、経験を積

んだ評価官が聞けば、会話は教員の主導権のもとで進み、学習者が「脈略のあるテキスト」を作る口頭運用能力

があると評価するための十分な発話を引き出し切れていないことはすぐにわかる。本ワークショップでは、試験官
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はどのようにインタビューを進めるべきかを紹介する。 

 

3．A2.2.1 タスクの採点 

本プロジェクトでの採点時に用いるルーブリック（採点基準）は、総合的に（holistic）判断し、評点 2 以上がそ

のレベルに合格したと解釈される。表 1 が使用するタスクとルーブリックの概略である。詳細は付録を参照のこと。 

 

表 1.  

A2.2.1 タスクとルーブリック 

概要：修学旅行に行く場所（オーストラリアまたは京都・奈良）を提案し、その場所の良さを 2分以内に主張する。 

3: タスクが難なく十分に達成できた 2: タスクが達成できた 1: タスクが達成できなかった 

文章をつなげたり、複文を使ったりし

て、自分のまとまった詳細な意見を

言い、反対意見に対しても適切に、

自分の立場を主張できる。 

①行先と②その場所の良さを、主

語・動詞のある単文3文程度で簡

単に言い、試験官の軽い反対意

見にも簡単な文で反応できる。 

①行先と②その場所の良さを言

っているが、伝わらないことがあ

る。意見が非常に単純で、黙っ

てしまうことがある。 

 

採点での基本は、(a) 受験者が言うべき内容を言っているか、または求められている発話機能を果たしている

か、(b) その表現方法がどうなっていて、CEFR-J レベルで求めている程度か、それ以上の質で話しているかを

確認することである。判断を伴うところは採点者間でずれがおきやすく、そのような点を、採点を本格的に行う前

に話し合う必要がある。例えば、(w) 文法や語彙、発音等の言語的な誤りは普通、理解が問題なくできる場合に

は細かく減点しないが、どの程度、またどのような誤りが多い場合に理解が困難と判断するかは意見がずれや

すい。さらに、評点を本来より高くつけがちになるのが、(x) 多くの意見を言っているようで、同じ意見の繰り返し

で広がりがない、(y) 優れた表現を使っていても一部にとどまる、(z) 流暢さや発音、アイコンタクト等の態度面

など抜きんでた面があるが、全体的にはタスク到達ができていない等の場合である。このような注意点を確認し

ながら、受験者がやりとりにおいて全体的に何ができているかを判断するためのポイントの一部を確認したい
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音声認識の入門 

篠崎 隆宏 

東京工業大学 

www.ts.ip.titech.ac.jp 

 

1．本ワークショップの目的 

近年音声情報処理技術を応用したスピーキングテストの自動化の研究が世界的に進められており、一部実用

化も試みられている。精度の高い自動スピーキングテストが実現すれば採点にかかる費用を削減するとともに、

評価者によるばらつきの無い安定した評価を行うことが可能となる。本ワークショップでは、自動スピーキングテ

ストを実現するための音声認識技術の基本原理と研究動向、システム開発を行う場合に利用可能なツールやデ

ータベースについて概観し、課題や将来展望について考察する。 

 

2．音声認識の仕組み 

我々は声帯を振動させ口の形状を複雑に変化させることで言語情報を空気振動に乗せ音声発話を行ってい

る。音声認識では、時々刻々変化する音声信号の周波数分布パターンを分析することで、言語情報を抽出する。

周波数分布の分析は、かつては研究者が音声を分析解釈して得たルールをプログラムとして実装するアプロー

チがとられたこともあったが、現在では識別のための規則や知識をデータから直接計算機に学習させる統計的

アプローチが主流である。人手でルールを記述するアプローチでは様々な例外事項への対処が困難であるの

に対して、計算機に規則をデータから学習させることで容易により高い認識性能が得られる。統計的アプローチ

としては時系列データのモデル化に適した隠れマルコフモデルが長らく用いられてきたが、近年はシステム全体

をニューラルネットにより構成するアプローチが増えつつある。高い性能が得られる統計的アプローチであるが、

システムの学習に大量のラベル付きデータが必要になるとともに、学習に用いたデータと認識時のデータの特

性が異なると性能が低下する問題もある。これらの問題に対応するために、様々な手法が提案されている。 

 

3. スピーキングテストシステム 

  自動スピーキングテストの実現法として、音声認識を用いる方法と用いない方法がある。単純には与えられた

時間内で発話している時間を見るだけでも、受験者の発話スキルとある程度の相関のある評価値が得られる。

音声認識を用いない方法では、そもそも音声認識を行わないことから認識誤りの影響を受けないという利点があ

る反面、音声の内容に踏み込んだ評価を行うことはできない。音声認識を用いる場合は反対に意味内容を考慮

した評価が可能になるが、認識誤りの影響を受ける問題がある。そのため両方を組み合わせた手法も複数提案

されている
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