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は じ め に

国際 交 流 基金（The Japan Foundation、以下、JF）は、「 相互理解の た め の 日本語」を
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理念とした「JF 日本語教育スタンダード（以下、JFS）
」を開発しました。本冊子は、JFS 開発
の一環として作られた、口頭での課題遂行能力を測るための「JF 日本語教 育スタンダード
準 拠ロールプレイテスト」のマニュアルです。
このテストは、JFS のレベルに準拠しています。 JF がその判定結果を認定するものではありま
せんが、教育現場の教師ができるだけ簡単に実施でき、受験者のレベルを JFS に基づいておお
まかに把握する際に利用できるものとして開発しました。このテストが幅広く教育現場に導入され、
学 習 者の意識が課題遂行能力のための学習へとより一層近づいていくことを期待しています。

1章

概要編には、テストの特徴、テストの実施方法、テスターが使用するテスト用キットにつ

いての基本的な情報が載っています。初めての方は、ここから読み始めてください。
2章

実践編は、本マニュアルの中心となる部分で、準備から判定までの流れが詳しく解説さ

れています。テストをする前に読んでおくと、安心して実施することができます。
３章は応用編です。「実際にやってみて、ある程度理解は深まった。今度はこのテストを自分
のクラスの目的に合うように作り変えてみたい」と思う方は参考にしてください。
巻末の「資 料 編」には、テストを実施する時に使用するもの一式を掲載しています。このま
ま使用することができますが、これらを参考にしながら、自分のクラスに合ったものに作り変える
こともできます。

本マニュアルとは別に、テストの様子がわかる動画、判定のめやすにするためのサンプル音声
も用意しました（http://jfstandard.jp）
。これらも利用してください。

最後になりましたが、テスト開発にご協力くださった多くの皆さまに御礼申し上げます。
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JFS はヨーロッパの欧州評 議会が開発した

Common European Framework of Reference for

Languages （日本語訳『ヨーロッパ共通参照枠』
）を参考にしています。
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動画・サンプル音声もあわせて活用してください。（http://jfstandard.jp）
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1章
概要編：JFS 準拠ロールプレイテストとは ?
１章の内容

概要編

このテストの特徴は？
このテストの実施方法は？
このテスト用の資料の内容は？

1.1 テスト開発の経緯
2010年に JF 日本語教育スタンダード（以下、JFS）を公開して以来、JFS を利用した授業事例が
報告されたり（http://jfstandard.jp/ 参照）
、JFS の考え方に基づいてデザインされたコースブック『ま
るごと

日本のことばと文化』が開発されたりしたことで、日本語の授業に JFS が取り入れられるよう

になってきました。しかし、評価に利用した事例が少なく、JFS をどのように評価に取り入れたらいい
のか、とくに話す力をどう測ったらいいのかという、口頭能力の評価に関する質問や要望が多く寄せら
れてきました。
そこで、国際交流基金（以下、JF）では、学習者の口頭能力を測ることができるテストを開発しました。
このテストは、JF がその判定結果を認定するものではありませんが、現場の教師ができるだけ簡単に
実施でき、学習者のレベルを JFS にもとづいて把握できることを目指しました。さらに教師がこのテス
トをもとにして、それぞれの教授環境に合ったテストを開発する力を身に付けていくことを支援したい
と考えました。

1.2 JFS 準拠ロールプレイテストの特徴
このテストの特徴は次の５点です。
１．JFS のレベル基準を使って判定できる
２．ロールプレイを通して「口頭でのやりとり」能力を測ることができる
3．短時間（約 15分）で実施できる
4．テスト用キットを利用して準備すればテストが実施できる
5．ロールプレイや進め方を教育現場に合わせることができる
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1.2.1 JFS のレベル基準を使って判定できる
このテストは、JFS の６レベル1（A1、A2、B1、B2、C1、C2）に準拠してレベルを測るものです。

概要編

表 1は、各レベルの「口頭でのやりとり」2 能力についてのレベル記述です。

表１ 「口頭でのやりとり」に関する全般的な記述

慣用的な表現や口語表現をかなり使いこなすことができ、コノテーションまで気がつく。
熟達した言 語 使 用 者

C2

かなり的確に修飾を加えることによって正確に細かいニュアンスまで伝えることができ
る。表現しにくいところを上手に回避して発話を再構成できるし、対話の相手は修復が
なされたことにはほとんど気がつかない。
ほとんど努力する必要がないくらい、らくらくと流暢に、自然に言いたいことを表現で

C1

きる。幅の広い語彙が使いこなせ、間接的な表現を使って即座に対話の隙間を埋めるこ
とができる。見て分かるような表現探しや、回避の方略はほとんどない。概念的に難し
い話題だけが自然でスムーズな言葉の流れを邪魔する。

自立した言語使用者

母語話者を相手に、お互いにストレスを感じさせることなく、普通の対話や関係が維持

B2

できる程度に、流暢に自然に対話できる。個人的に重要な出来事や経験を強調して、
関連説明をし、根拠を示して自分の見方をはっきりと説明し、主張・維持できる。
単純な 形だ が 幅広く 言葉を 使え、旅行中に 遭遇す る 可能性の あ る ほ と ん ど の 状況に

B1

対処できる。身近な話題の会話に準備なしでも加わることができる。身近で個人的関心
のある事柄、または日常生活に関連する話題（例えば、家族、趣味、仕事、旅行、時事
問題）について個人的な意見を表明したり、情報を交換したりできる。

基礎段階の言語使用者

仕事や自由時間に関わる身近な日々の事柄について、直接的で簡単な情報交換を必要と

A2

する通常の課題ならコミュニケーションできる。非常に短い社交的なやり取りには対応
できるが、自分から会話を進められるほどの 理解はない。
簡単な方法でやり取りができるが、ゆっくりとした繰り返し、言い換え、修正に全般的

A1

に頼ってコミュニケーションすることになる。簡単な質疑応答はできる。すぐに回答が
必要な事柄やごく 身近な話題についてなら、話も始められ、応答もできる。

出典：吉島ほか（2014）
『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参 照枠

追補版（第 3版）』p.78から

抜粋

1

このレベル基準はヨーロッパの欧州評 議会が 開発し た Common European Framework of Reference for
Languages （以下、CEFR）に準拠しています。

2

JFS では、CEFR に準拠して、「話す」活動を、一人以上の聞き手を対象にまとまったテクストを生み出す
「口頭での産出」と、話し手と聞き手を交互に務めながら、一人以上を相手に、協同して会話を作っていく
「口頭でのやりとり」に分けています。

Ⓒ国際交流基金
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1.2.2 ロールプレイを通して「口頭でのやりとり」能力を測ることができる
このテストでは、テスターと受験者が1対１でいくつかのロールプレ

概要編

ロールカード

イをします。テスターを相手に、ロールカード（右図）に書かれたタス
あなたの町に来た日本人の友だちが、

クができるかどうかを見ることによって、「口頭でのやりとり」能力を測

食 料 品を買いに行きたいと言っていま
す。あなたが知っているお店を紹介し、

ります。

どんな店か、なぜその店がいいのかな

3

ロールプレイは、JF Can-do をもとに作成しました。このテストを
「JFS 準拠」とした理由はここにあります。もとにした JF Can-do は、レ
ベルの特徴がわかりやすく、ロールプレイを実施しやすい言語活動 4を選
びました。ロールカードは現在Ａ１〜 C １まで、各レベル複数あります

ど、詳しく説明してください。
Your Japanese friend who is visiting your
home town says that they would like to
go and buy some groceries. Introduce
a shop that you know, including details
about what kind of shop it is, why you
think that shop is a good choice etc.

（巻末の資料編を参照）
。
ロールカードの例 (B1)

1.2.3 短時間（約 15分）で実施できる
ロールプレイは、「タスクが達成できた / できなかった」という観点から判定します。「達成できた /
できなかった」は、表 1に記述されたレベルに達しているかどうかを基準にします。「発音の正しさ」
や「文法の正確さ」といった分析的な観点には焦点をあてないため、少ない時間で判定ができ、多くの
受験者を対象に実施できます。ただし B2から始め、C1の判定を行う場合は30分ぐらいかかることも
あります。

1.2.4 テスト用キットを利用して準備すればテストが実施できる
特別なトレーニングを受けたり、テスターの資格を取得したりしなくても多くの方がテスターになれ
るよう、テスト用キット（本マニュアル、動画、サンプル音声）を用意しました。テスト用キットを利
用して、次のポイントを押さえればテストが実施できるようにしています。
①動画とマニュアルを見て、実施方法や判定方法を理解する
②音声サンプルを聞いて判定の基準を理解する
③事前にテストのシミュレーションをする

1.2.5 ロールプレイや進め方を教育現場に合わせることができる
このテストは、資料編で提供しているロールカードをそのまま使えば、各現場で利用できるようになっ
ています。しかし話題が学習者（受験者）に合わないときは、話題を変えて新しいロールカードを作る
ことができます。また、目的に応じてテストの進め方を変えることもできます。詳しくは3章をご覧く
ださい。

3

日本語で何がどれぐらいできるかを「〜ができる」という形式で表した文。3章で詳述します。

4

あ る「 課題」を 達成す る た め に、言語を 使用し て 行う 行動の こ と を「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 言語活動」
（以下、言語活動）と呼びます。
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1.3 テストの実施方法
概要編

1.3.1 テストの進め方
このロールプレイテストの進め方は、次のとおりです。

【テストの進め方】
① 最初のロールプレイは、学習者に近い（と思われる）レベルから始める。
② 最初のレベルのロールプレイができた場合は、１つ上のレベルのロールプレイをする。
できなかった場合は、１つ下のレベルのロールプレイをする。
★各レベルの「できたか / できなかったか」の判定は、最大３回までのロールプレイで決める。

B1から開始する場合の進め方を下の図１に示します。

か い し

開

始

した

B1 のロールプレイ

できなかったら１つ下のレベルへ

できたら
うえ
１つ上のレベルへ

B2 のロールプレイ
できた

A2 のロールプレイ
できた

できなかった

できなかった

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

最終判定

最終判定

最終判定

最終判定

B1

A2

A2 未満

いじょう

B２以上

みまん

しゅうりょう

終

了

図１

テストの流れ

B1のロールプレイが「できた」場合は B2に、「できなかった」場合は A2に進みます。そして、そ
れぞれのレベルでの判定が確定したら、その受験者の最終的な判定が決まります。
テストの開始から終了まで、約 15分を想定していますが、ロールプレイの回数やレベルによって、
10分から30分ぐらいになることもあります。

Ⓒ国際交流基金
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1.3.2 判定方法
図１の流れにそって、判定の方法を見ていきましょう。

概要編

【判定の流れ】
① ロールプレイの判定：各ロールプレイの判定は、1回ごとに行う。達成度により4段階（◎○△×）
で判定する。
② レベル毎の判定：1〜3回 行 ったロールプレイの判定結果により、そのレベルに達していたか、
いなかったかの判定を行う。
③ 最 終判定：１つのレベルを判定したら、１つ上または下のレベルに進み、ロールプレイをして
判定を行い、最終的な判定をする。

【１】ロールプレイの判定
各ロールプレイは、達成度（どの程度できたか）により、◎〇△×の4段階で判定します（表２）
。
その際「文法の正しさ」
「語彙の使い方」といった「分析的な観点」で判定するのではなく、「タスクが
達成できたか / できなかったか」という言語活動全体から考えることが大切です。

表２

ロールプレイの判定の基準（レベル共通）

タスクが達成できた
◎
充分に達成できた

タスクが達成できなかった
〇

何とか達成できた

難なくタスクをこなして

△

×

惜しかったが、達成したと

全く達成できなかった

は言えない

タスクが難しすぎて全く

いる

歯が立たない

このテストでは、判定の参考にする「判定の指標」をレベル別に用意しています（2章および資料編
のガイドライン参照）
。
【2】レベル毎の判定
あるレベルに達していたかどうかを判定するには、１つのレベルで最大 3回まで、異なるロールプレ
イを行います。判定ルールは次のとおりです。

【判定ルール】
① 1回でもロールプレイの結果が◎になった時点で、そのレベルのタスクは「達成できた」とする。
② 1回でも×になった時点で、そのレベルのタスクは「達成できなかった」とする。
③ ロールプレイの結果、○あるいは△が１回だけの時は、証拠不十分のため「判定を保留」して、
同じレベルのロールプレイをもう一度する。
④ ○が２回になった時点で、そのレベルのタスクは「達成できた」とする。
⑤ △が２回になった時点で、そのレベルのタスクは「達成できなかった」とする。

8
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判定ルールに従うと、あるレベルに達しているかどうかを確定するまでの判定のパターンは、次のよ
うになります。最大 3回までで、レベル毎の判定を確定します。

１回目

２回目

レベル毎の判定のパターン

3回目

◎

Ⓒ国際交流基金

◎になった時点で
「できた」と判定

〇

◎

○

○

○

△

○

△

○

○

○

△

△

△

○

△

△

△

△

×

×

概要編

表３

そのレベルのタスクは
「できた」と判定

そのレベルのタスクは
「できなかった」と判定

×になった時点で
「できなかった」と判定

9

それでは、
「判定ルール」を見ながら、次のような場合の判定を考えてみましょう。

概要編

確認してみよう １
ケース1 ：あるレベルの１回目のロールプレイが△だった
ケース２ ：1 回目のロールプレイが△、2 回目のロールプレイが×だった
ケース３ ：1 回目のロールプレイが△、2 回目が○だった
ケース４ ：1 回目のロールプレイが○、2 回目が△、3 回目が○だった

＜答え＞
ケース１ ：判定ルール③により、
「判定保留」となり、同じレベルの違うロールプレイ（２回目）をする。
ケース２ ：判定ルール②により、そのレベルのタスクは「達成できなかった」とする。
ケース３ ：判定ルール③により、
「判定保留」となり、同じレベルの違うロールプレイ（３回目）をする。
ケース４ ：判定ルール④により、それのレベルのタスクは「達成できた」とする。

【3】最終判定
１つのレベルのロールプレイを行って、そのレベルが「達成できた / できなかった」と判定しただけで、
このテストを終わってはいけません。「達成できた」場合は必ず、１つ上のレベルのロールプレイがで
きるかどうかを確かめます。「達成できなかった」場合は、１つ下のレベルならできるかどうかを確か
めます（p.7 図１参照）
。

たとえば B1レベルから始めた場合、次の４つに最終的な判定が分かれます（図１参照）
。
（a）
「B1達成できた→ B2達成できた」→最終的な判定は「B2以上」
（b）
「B1達成できた→ B2達成できなかった」→最終的な判定は「B １」
（c）
「B1達成できなかった→ A2達成できた」→最終的な判定は「A2」
（d）
「B1達成できなかった→ A2達成できなかった」→最終的な判定は「A2未満」

※ 厳密に言うと、
（a）または（d）の場合は、さらに上または下のレベルのロールプレイができるかどうか
を判断しないと、上限 / 下限がわからず最終的な判定が出せない場合もあります。しかし、このテストでは
学習者に近いと思われる２つのレベルに絞って判定をすることによって、短い時間で簡便にレベルを把握す
る設計にしています。
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それでは、次のような場合について、最終的な判定がどうなるか、考えてみましょう。

概要編

確認してみよう 2
ケース５ ：B1 レベルから始めて、1 回目のロールプレイが△、2 回目が×だった
ケース６ ：B1 レベルから始めて、1 回目のロールプレイが○、2 回目が△、3 回目が○だった
ケース７ ：B1 レ ベ ル か ら始めて、１回目のロールプレイが△、２回目が△で、１つ下の A ２の
ロールプレイが１回目が◎だった
ケース８ ：B1レベルから始めて、１回目のロールプレイが△、２回目が○、３回目が○で、１つ
上の B2 のロールプレイが１回目が△、２回目が△だった

＜答え＞
ケース5 ： B1レベルは「達成できなかった」と判定されますが、それだけでは最終的な判定は出せません。
必ず、A2レベルのタスクができるかどうかを判定しなければなりません。
ケース6 ： B1レベルは「達成できた」と判定されますが、それだけでは最終的な判定は出せません。
必ず、B2レベルのタスクができるかどうかを判定しなければなりません。
ケース7 ： B1レ ベ ル は「達成できなかった」
、そして A2レベルは「達成できた」で、最終的な判定は

A2。このとき、A ２レベルのロールプレイが◎だからといって、もう一度、B1レベルのタス
クに戻ってやってみる必要はありません。
ケース8 ： B1レ ベ ル は「達成できた」、そして B2レベルは「達成できなかった」で、最終的な判定は

B1。

このロールプレイテストを実施するときのポイントをまとめておきます。

【ロールプレイテストを実施するときのポイント】

□ 想定されるレベルから始める。
□ １つのレベルで最大３回までロールプレイを行う。
□ ◎（または×）は、１つで「達成できた（または「達成できなかった」）」とみなし、レベル毎
の判定を確定する。

□ ○（または△）は、２つ揃ったところで「達成できた（または「達成できなかった」）」とみなし、
レベル毎の判定を確定する。

□ テストは１つのレベルで終えず、２つのレベルを行う。初めのレベルの判定が確定したら、
１つ上のレベルまたは１つ下のレベルに進む。

□ ２つのレベルで最少 2回、最多 6回のロールプレイを行うことになる。
□ 判定が確定したレベルに戻らない。

Ⓒ国際交流基金
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1.4 テスト用キット
概要編

ロールプレイテストを実施するために必要な資料は以下の通りです。これらをうまく活用し、実際に
テストを行ってみてください。

1.4.1 ロールカード
現在、A1〜 C1までのレベルのロールカードがあります。適当な1枚を選び、受験者に渡して使用し
ます。資料編には英訳（A1〜 B2）がついていますが、実際のテストでは、受験者の母語訳に差し替
えて使ってください。話題が受験者（学習者）に合っていないときは、３章に従って、話題を書き変え
るようにします。

1.4.2 判定記入用紙
テスト時、ガイドラインとともに手元に置き、どのレベルの、どのタスクを行ったか、判定結果（◎
〇△× / 達成レベル A1〜 C1）を記入する用紙です。

1.4.3 テスター用ガイドライン
テスト時、手元に置いて使用するＡ３版の用紙です。「ロールプレイタスク」「（ロールプレイタス
クのもとになった）ＪＦ Can-do」
「タスク達成の手がかりとして引き出す内容」
「想定会話」（Ｃ１は
「会話の進め方」
）「テスター行動の注意点」
「判定の指標」など、テスターにとって必要な情報がすべて
含まれています。

1.4.4 動画・サンプル音声

＊ウェブ上（http://jfstandard.jp/）でアクセスできます。

動画
テストの最初から最後までを録画したものです。テストの流れと、やりとりを理解していただくため
に作成しました。図 1のフローチャートで、どの段階のやりとりをしているのかを確認しながら見てく
ださい。
※ 本動画は、日本語力がかなり高い（Ｂ２レベル以上）非日本語母語話者に協力者になってもらい、B1と B2
のロールプレイを録画しました。したがって本動画はレベル判定用の資料として使うものではありませんので、
ご注意ください。

サンプル音声
ロールプレイの実際の音声です。現在、Ａ２〜Ｃ１までが揃っています。この音声に関する判定の
実例と解説は、２ 章 実践編の「４ . 判定の実例」にあります。
テスターは、サンプル音声を聴き、
「判定の指標」を理解することができます。

12
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サンプル音声は、次の手順で利用します。

概要編

① サンプル音声を聞く前に、ガイドラインの「判定の指標」をよく読む。
② サンプル音声を再生する。
「判定の指標」を思い出しながら
（または見ながら）
、◎〇△× 判定をしてみる。
③ 2章の「４ . 判定の実例」を見て、自身の判定と比べる。判定が異なっていた場合は、どの点が一致
しなかったのか、解説を読んで確認する。

サンプル音声は、テスト終 了後にテスター同士で判定に関する話し合いをするときにも利用できます。

Ⓒ国際交流基金
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【コラム】テストの条件

概要編

テストを開発する際、
「妥当性（適切なレベル、適切な測り方で、測りたい能力を測っている
こと）
」
、「真正性（テストが実際の言語使用を反映させていること）」
、「信頼性（常に安定した
判定結果になること）
」
、
「実用性（テストにかかる負担が少なく実施が容易なこと」
、
「波及効果（テ
ストの方法や評価の観点が学習者の学習方法に与える影響）」を考慮する必要があります。これ
ら５つの条件はどれも大切ですが、すべてを等しく満たすことは難しいため、どのテストも特定
の条件を優先して作られています。
この JFS 準拠ロールプレイテストは、短時間（約 15分）で実施できること、特別なトレー
ニングを受けずに実施できること、つまり、「実用性」を最優先に考えて開発しました。また、
実際にやりとりをすることで、受験者のやりとり能力が JFS のレベルに準じて測れること、
現場に合わせてタスクや進め方を変更できることも特徴として挙げられますので、「妥当性」
「真正性」も確保したテストと言えます。パフォーマンスの評価は、どのテストでも、判定結果
のゆれを排除するのが非常に困難と言われています。
「信頼性」については、このテストでは、
「サ
ンプル音声」
「判定の指標」を提供することで、判定が安定するように工夫しました。高い信頼
性を確保するため、テスト前にキットを利用して事前準備をすることに加え、テスト後には次の
ような方法で判定を再確認することをお勧めします。

t テスターが録音を再度聞き、一回目の判定と一致するか確認する
t 複数のテスターが録音を聞き判定が一致するか確認する
t 複数のテスターが判定を行う場合、全員の判定が一致するまで話し合う
多くの学習者は、テストで高い評価を得るために勉強します。学習者は、テストの内容に合
わせて学 習の内容や方法を変えるとも言えるでしょう。このテストが学習者に課題遂行や口頭
運用力を意識させるという、よい「波及効果」につながることを期待しています。

14
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概要編
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2章
実践編：JFS 準拠ロールプレイテストを実施する
2章の内容
テストをする前の準備は？
テストを進める手順は？
ロールプレイ中のテスターの注意点は？
判定のポイントは？

2.1 準備
実践編

テストの実施前に、テスターは次の準備をします。

①レベル・判定の指標の確認
ガイドラインを見ながらサンプル音声を聞き、判定のポイントを把握しておきます。

②テスト中に手元に置くものの準備
□

ロールカード（資料編）
：各レベル３つ以上のロールカードを用意します。レベルが区別できる
よう、ロールカードを色分けしておくと便利です。テスト中にその場でどれを使うか決めます。

□

判定記入用紙（資料編）
：実施したロールプレイの番号、判定（◎〇△×）
、最終的なレベル判定（A1
〜 C1）を記入する用紙です。書き込んだ内容は受験者に見えないようにします。

□

ガイドライン（資料編）
：テスト中、受験者に見えないように手元に置き、ときどき参照しなが
ら進めます。

□ 録音機器（IC レコーダー等）
：あとで聞き直すために用意します。
□ 時計：時間を確認できるよう、テスターが見やすい場所に置きます。
□

筆記具：判定記入用紙に記入するために使います。

③会場の設営
テスターと受験者が1対 1で向き合うように、机を並べます。

16
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2.2 テスト実施の手順
１章フローチャート（図 1）に沿って、テストの手順を確認しましょう。
ここでは、B1レベルからスタートする例をとりあげます。

か い し

開

始

した

できなかったら１つ下のレベルへ

B1 のロールプレイ

B2 のロールプレイ
できた

実践編

できたら
うえ
１つ上のレベルへ

A2 のロールプレイ
できた

できなかった

できなかった

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

最終判定

最終判定

最終判定

最終判定

B1

A2

A2 未満

いじょう

B２以上

みまん

しゅうりょう

終

了

図１ テストの流れ

開始
テスターが行うこと

テスター発話の例

①テストの目的・方法を伝え、録音すること

こんにちは。これから、日本語を使ってどんなことができ

を説明する。（母語でも良い）

るか、テストします。間違いはあまり気にしないで、でき
るだけがんばって質問に答えたり、説明したりしてください。
判定のために録音します。では、録音します。

②名前・国を確認する。（母語でも良い）

こんにちは。私は〜です。お名前は？お国はどちらですか？

③ロールプレイをすることを伝える。

ロールプレイをします。したことがありますか？役割を決

必要があれば説明する。（母語でも良い）

Ⓒ国際交流基金

めて、小さいドラマをします。
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ロールプレイの実施

①準備（母語でも良い）

B1のロールカードを受験者に渡して黙読さ

このカードを声を出さずに読んでください。

せる。その間に、選んだロールプレイのレ
ベ ル と 番号を「B1③」の よ う に 判定記入
用紙に書く。
受験者が読み終わったら、理解を確認する。

読みましたか。意味は分かりますか。私は友だちです。

必要なら説明する。

〜さんに料理について聞きますから、説明してください。

②ロールプレイ実施
会話の開始 / 終了はテスターが行う。

では始めましょう。

実践編

〜さんの国の有名な料理って何ですか。
ロールカードに指定された内容を間違って

ちょっと待ってください。

理解していたら、すぐにロールプレイをや

もう一度確認しましょう。

めて再確認し、やり直す。
「タスクを達成できたか」判定できたら、

わかりました。いいですよ。

早めに自然に会話を終えられるように誘導

/ そうですか。今度食べてみますね。

する。

これで、このロールプレイは終わりです。

ロールプレイ中はメモをとらない。
③次のロールプレイに進む
ロールカードを回収し次のロールプレイを

ロールカードを返してください。

実施する。受験者がロールカードを黙読し

では次に、これを読んでください。

て い る 間に、②で 行っ た ロ ー ル プ レ イ の
判定（◎○△×）を判定記入用紙に記録する。
①〜③を繰り返し、最終判定をする。

終

了

①テスト終了を伝え、
緊張をほぐす。
（母語でも良い）
②必要な場合は、テスト内容を口外してはい
けないことを伝える。（母語でも良い）
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これでテストは終わりです。
テストはどうでしたか。
全員のテストが終わるまで、他の人にテストの内容を話さ
ないでください。
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2.3 ロールプレイ中のテスター行動の注意点
レベル判定の確証を得るために次の8点に注意してください。

①ロールプレイはテスターが開始 / 終了する
テスターの関わり方を統一します。

②ロールプレイの状 況設定に合わせた雰囲気を作る
テスターはロールカードに書かれた場面・状況を、態度や表情からも表現するようにしてください。
特に C1では「面接に合った」やりとりができるかが判定の指標に含まれています。テスターは、フォー

実践編

マルな場面となるように意識してください。

③受験者の発話をできるだけ待つ
自分から話を進めたり積 極 的に会話に参加したりすることがどのぐらいできるのかを見るために、
テスターは待つことが必要です。
ただし、Ａ２では、待っても話を進められない場合には、受験者の発話の意図を確認したり、質問し
たりして、働きかけに簡単な言葉で答えられるかどうかを見ます。
Ｂ１では、先回りして受験者が言おうとしたことを別の表現で言い換えるなど、受験者の発話を補う
ことは避けます。受験者の発話の意味が通らない時は、設定場面や役割に応じて受験者に働きかけ、
更に発話を促したり、別の表現で言い換えや説明をさせたりします。それでも意味が通らない場合は、
タスクは達成できなかったものと判断しロールプレイを終了します。
Ｂ２では、受験者が「反論」をするタスクがありますが、うまく反論できず口ごもったときも待ちま
す。
「それでは〜という点についてはどう思いますか」など、別の論点を提示する質問で、受験者を
助けることは避けます。
C1では、受験者の説明に不明瞭な点があれば、テスターの既有知識で理解できたとしても、十分な
説明を引き出します。テスターは、言葉を補ったり論点を整理したり議論をまとめたりするなどの助
け舟を出さずに、「私の質問と今の答えはどう関係しますか？」「ちょっと話の流れが見えにくいので
すが」などの反応を示してください。

④タスクが達成できたかどうかに焦点をあてて判定する
このロールプレイテストでは、A1〜 C1レベルではスピーチスタイルや敬語が使えるかどうかは判定
に反映させません。友だちという設定で「です・ます」体でやりとりしてもタスクが達成できれば
問題ありません。
ただし、
「採用面接」という場面設定の C1では、「面接に合った言葉遣い」という点がタスク達成の
条件に含まれています。

Ⓒ国際交流基金
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⑤時間配分に留意し、判定が確定したら早く自然にロールプレイを終結させる。
限られた時間内にテストを終えるために、確証が得られたらできるだけ早く終わらせます。

C1では、Ⅰの内容説明だけで3分以上続く場合には、話を簡潔にまとめるよう受験者に促し、全 10
分程度でⅡ、Ⅲを引き出すようにします。受験者が話しきれなかった場合はタスクが達成できなかっ
たとみなします。

⑥受験者に立場・テーマを選ばせる（B2、C1のみ）

B2では、学習者がその立場で意見と根拠を述べられるかを探る必要があるため、テスターはロール
プレイ開始前に受験者の立場を確認します。

実践編

【B2の例】

T：ど ち ら の 考え に 賛成し ま す か。・・・わ か り ま し た。
その考えを変えずに話してください。では始めましょう。

C1では、受験者がロールカードを読み終わったら、何について話すかを考えるために30秒与えてく
ださい。この間、受験者にはメモはとらせないでください。

⑦「会話の進め方」にそってロールプレイを進める（C1のみ）
C1は、受験者が話題を選んで話すため、事前にやりとりの内容を想定できません。テスターの負担
が軽くなるように、ガイドラインの「会話の進め方」に沿ってロールプレイを進めてください。
「会話の進め方」は「タスク達成の手がかりとして引き出す内容Ⅰ〜Ⅲ」を上手に引き出せるように
設定してあります。
⑧ロールカード①から始める（C1のみ）
C1では、受験者が広く「社会問題」の中から話題を選べるように、ロールカード①から開始してく
ださい。2回目にロールプレイをする場合、1回目の話題と重ならないようにテスターが②〜④から
選びますが、適当なものが無い場合は、受験者や教育現場に応じて作成してください（⑤か⑥）
。そ
の際、広く社会的な視点をもって語る必要のある話題を設定してください。

20
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2.4 判定の実例
このテストでは、各レベルのロールプレイで次の能力を測ります1。
表4

各レベルで測定する能力

社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで流暢に明快にやりとりができる

B2

意見とその根拠を言える

B1

身近な話題で説明ができる

A2

日 常生活に必要な基本的やりとりができる

A1

ごく簡単な応答ができる

実践編

C1

A2、B1、B2、C1のロールプレイの実例を見ながら判定の仕方を確認しましょう。

2.4.1 A2レベル
【１】このレベルで測定する能力・ロールプレイの例
A2レベルで測定する能力は次のとおりです。
A2

日 常生活に必要な基本的やりとりができる

ガイドラインにある A2レベルのロールプレイ例を取上げます。
＜例＞

＜ A2ロールカード＞
あなたは今、日本にいます。デパートで、とてもいい色の服を見つけました。
しかし、サイズが合いません。お店の人に相談してください。

【２】判定の手がかり
ガイドラインに示したタスク達成の手がかりとして引き出す内容を判定の手がかりとします。また、
判定の指標を参考に、タスクの達成度（◎〇△×）を判定します。
＜ A2 のタスク達成の手がかりとして引き出す内容＞

◆何を探しているか、どんな色がいいかなど、店員に伝えることができるか。
◆できた場合、
「その色はないが一 週 間後に入る」などと言われて、自分の意志を伝えられるか。

1

3章で詳しく説明します。

Ⓒ国際交流基金
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＜ A2 の判定の指標＞
日常生活に必要な基本的やりとりができる

日常生活に必要な基本的やりとりができない

◎

〇

△

×

相手の簡単な働きかけに、

相手の簡単な働きかけに、

相手の簡単な働きかけに

相手の簡単な働きかけに

苦労な く、簡単な 言葉で

簡単な言葉や身振りで応

言葉や身振りで応じるが、

言葉でも身振りでも応じら

応じ、必要な 情報を 伝え

じ、必要な 情報を 伝え て

必要な情報を伝えられず、 れない。必要な情報を伝

てタスクが達成できる。

タスクが達成できる。た

タスクが達成できない。

簡単な 感想・見解もつ け

だし自分から話を進める

加えることができる。

ことはできない。

実践編

【３】やりとりと判定の実例

えられず、タスクが達成で
きない。

T: テスター、S: 受験者
発話例

判定の根拠

T： いっしゃいませ。
S： えー、すみません。私はこの服が、あー、好きです。色が好きです。 ①欲しい物を伝えて相談できる
でも、サイズはちょっと大きいです。もっと小さいのサイズがあり

＝苦労なく簡単な言葉で応じ、

ますか。①

タスクが達成できる

T： 小さいサイズ。ちょっと探してきますね。すみません、このサイズ
はもうね、えーとこれで終わりなんですが。□
Ａ
S： あー、これだけですね。
T： こっちの色だったらありますけど。このサイズ。□
Ｂ
S： でも。この色が好きですから、＜あ、そうですか＞
あー、残念ね。②
T： はい、わかりました。すみません。

②簡単な 感想を 自分か ら 言う こ
とができる

S： じゃあ、また来ます。
T： えっと、あと一週間ぐらいしたら、あのう。
S： 一 週間？ありますか？
じゃあ、来週またここに来ます。③
T： わかりました。ありがとうございます。

③簡単な 情報を 自分か ら 話す こ
とができる

このロールプレイの場合、自分に合うサイズがないことをお店の人に 相談できたかどうかで、タス
クが達成できたかどうか判断します。この例では、①の発話により、達成したと判断できます。
更に、何とか達成（〇）か、充分に達成（◎）かを判断するために、テスターは□
Ａ 、□
B で「この色
で他のサイズは無い。別の色だったらある」と働きかけます。それに対し、受験者は②③のように簡単
な自分の見解を付け加えています。判定の指標に照らし、最終的にこの 受験者は◎と判定します。
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2.4.2 B1レベル
【１】このレベルで測定する能力・ロールプレイの例
B1レベルの測定能力は次のとおりです。
B1

身近な話題で説明ができる

ガイドラインにある B1レベルのロールプレイの例を取上げます。
＜例＞

＜ B1ロールカード＞

実践編

日本人の友だちに、あなたの国の有名な料理について聞かれました。どんな料理なのか、どうやっ
て作るのかなど、友だちに詳しく説明してください。

【２】判定の手がかり
ガイドラインに示したタスク達成の手がかりとして引き出す内容を判定の手がかりとします。また、
判定の指標を参考に、タスクの達成度（◎〇△×）を判定します。

＜ B1 のタスク達成の手がかりとして引き出す内容＞

◆どんな料理かを説明できるか。味、材料、作り方など、料理に関する叙述、描写、手順など。
◆なぜ有名か、他の国の料理と何が違うのか、など付加的な情報について説明ができるか。

＜ B1 の判定の指標＞
身近な話題で説明ができる
◎

〇

身近な話題で説明ができない
△

×

説明したことが聞き手に充

説明したことが聞き手にほ

説明したことが聞き手にほ

説明したことが聞き手に全

分に伝わる。積極的に会話に

ぼ伝わる。積極的に会話に

とんど伝わらない。相手か

く伝わらな い。別の 表現

参加でき、相手からの働き

参加できるが、相手からの

らの働きかけがないと話し

で言い換えて説明ができ

かけが無くても、話し続け

働きかけがないと、話し続

続けることができない。別

ない。

ることができる。別の表現

けられないことがある。別

の表現で 言い換えて説明

で言い換えて説明ができる。 の 表現で言い 換えて説明

ができない。

ができる。

Ⓒ国際交流基金
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【３】やりとりと判定の実例

T: テスター、S: 受験者

例１
発話例

判定の根拠

実践編
24
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例２
発話例

判定の根拠

実践編

Ⓒ国際交流基金
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2.4.3 B ２レベル
【１】このレベルで測定する能力・ロールプレイの例
B2レベルの測定能力は次のとおりです。
B2

意見とその根拠を言える

ガイドラインにある B2レベルのロールプレイの例を取上げます。
＜例＞

＜ B2ロールカード＞

実践編

あなたは日本語の先生で、昼休みに日本人の同僚とおしゃべりをしています。あなたが働いている
学校では、15年間同じ教科書を使っていますが、最近出版された新しい教科書が話題になってい
ます。教科書を新しいものに変えた方がいいか、今までのものを使い続けた方がいいか、自分の
意見をどちらかに決めて、理由を示しながら同僚と話してください。

【２】判定の手がかり
ガイドラインに示したタスク達成の手がかりとして引き出す内容を判定の手がかりとします。また、
判定の指標を参考に、タスクの達成度（◎〇△×）を判定します。

＜ B2 のタスク達成の手がかりとして引き出す内容＞

◆現状に対する考えや、新たな提案など、自分の意見が言えるか。
◆その根拠が言えるか。
◆テスターの意見に対する反論や別の視点からの提案ができるか。

＜ B2 の判定の指標＞
意見とその根拠が言える

意見とその根拠が言えない

◎

〇

△

×

意見や提案と、その根拠

意見や提案と、その根拠

意見や提案を述べられる

意見や提案を 述べら れ な

を、はっきりと複数述べる

をはっきりと述べること

が、その根拠がはっきり

い。あるいは、何とか述べ

ことができる。相手の反論

ができる。相手の反論に

と伝わらない。相手から

られても、その根拠は言え

に対して理解を示しながら

対して自分から積極的に

論点が示されれば、それ

ない。

も自分の解釈を述べたり、

新たな論点を示し何とか

に対しての反論を試みる

積極的に 新たな 論点を 示

意見を補強できる。

が、根拠がはっきり伝わ

し 筋道立てて 意見を 述べ

らないため、主張を維持

たり、仮説を立てて意見を

できない。

補強したりして説得力ある
主張を維持できる。
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【３】やりとりと判定の実例

T: テスター、S: 受験者

例１
発話例

判定の根拠

T： 最近新しい教科書、出ましたよね。あれ、どう思う？
S： いいと思うんですよ。今までずっと20年間以 上 ◆◆◆だけを使っ
てるんですが、古いですね。新しいのほうが現代の日本文化につい
て教えることができるし、あの、いろいろ新しい方法もできるじゃ
ない？①

①教科書変更の提案を理由と共に
述べる

T： あー、そうねえ。でも、それ変えたほうがいいってこと？

実践編

S： そうそうそう。
Ａ
T： うーん、でもみんな◆◆◆に慣れてるんじゃない？□
S： そうですねえ。みんな慣れているから教えるのは簡単し、準備もで
すね。それは、確かに、うん、いいと思うんですが、新しいことが
できなくなれば、あのー、いろいろ新しい発展もできないし、あのー、
同じことを同じ方法で教えていれば、つまらなくなった教師もいる
かもしれない。あと新しく教えてみて、あの教科書はどうか、学生
たちの反応はどうか、結果はどうかを一回見てみたらいいと思うよ。
世界中みんな新しいこの教科書を使っているから、なんか効果的だ
と思うんですよ。②

Ａ への理解を示しながら
②反論 □
複数の根拠による主張

T： 確かに新しい方法を試すって大事かなって思うんだけど、でもプリ
ントとかテープとか副 教 材も◆◆◆ではだいたい揃ってるじゃない？
また、最初から作るのってすごくたいへんだと思うな。□
B
S： そうですねえ。うーん。それはたいへんですねえ。うーん、でもそ
れは初めの1年間だけだからそのあとはずっと使えるじゃない？そ
して、新しい副 教 科書とかを作るのも楽しいと思うよ。新しい工夫

B に対して理解を示しつ
③反論 □

したり、もっと楽しく教えて学んでもらうこともできると思うんで

つ、自分の解釈を述べ意見を補

すよ。③

強

例１では、新しい教科書を使うという提案を、その理由と共に述べています（①）
。テスターが、古
い教科書はみんな慣れていると反論（□
Ａ ）すると、テスターの意見への理解を示しながらも、更に理
由を述べて、新しい教科書を使うという意見を補強しています（②）
。それに対してテスターが、□
Ｂ
で別の論点から続けて反論すると、それに対しても、自分の解釈と仮説を述べ、主張を維持しています
（③）
。このように、主張に説得力を持たせることができているので、◎と判定します。

Ⓒ国際交流基金
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例２

発話例

判定の根拠

S： ＜…略…＞（ネット上で使える教材で）その教科書の目標は、えーと、
日本語の、基本、何という、基本的な文法とか、文型だけじゃなく、
コミュニケーションをよくできるように、えー学べる教科書みたい
なんです。その本を使ってみようと思っていますが大丈夫かな。①

①教科書変更の提案

T： 突然の 話だ か ら ち ょ っ と 私も よ く わ か ら な い ん だ け ど、だ け ど
情報源、調べたのはインターネットなんでしょ？インターネットの
Ａ
情 報って信じてもいいのかな。□
S： そうですね。でも、その情報は◆◆◆のサイトで見つかった。んー、

実践編

その人たちは一年中、研究するばかり、と聞きました。ですから信
じてます。②

Ａ への対応・根拠
②反論 □

T： ああそうか。じゃあ、信じてもよさそうかなあ。でも、私、◆◆◆
すごく好きな教科書だし、使い慣れてるからあんまり変えたくない
んだけど。□
B
S： そうですね。そういう理由もあります、でも、その本を作った時、
今の時代と比べていくつか、あのう、変わった何とか、場面とか、
んー、えっと日常会話、すみません、日常生活にもインターネットが、
あー、作って、えー、機関が、あとはあのう、携帯電話の使い方、
携帯電話も、その時になかった。今、ほとんどの皆さんはその携帯
電話で何でもできます。情報を、んー、探す時、えーと、携帯電話
で間に合います。ですから、それを、えー、何と言う、言葉は忘れ
てしまいましたけれども、それを考えて、新しい教科書を作った、
あー、何と言う、作った本みたいですよ。③＜ 略 ＞

B へ の 対 応だ が 根 拠が
③反 論 □
不 明確、主 張が維 持できない

例 2では、①で新しい教科書を使うことを提案し、テスターが□
Ａ で「ネット 情 報だから信じにくい」
と反論すると、提案の根拠（見つけたサイトは◆◆◆のもので、研究をよくしている機関だという旨）
を述べています（②）
。しかし、テスターの、今までの教 材を変えたくないという□
Ｂ の反論に対しては、
③で再び反論を試みていますが、全体として何が言いたいのか伝わってきません。そのため、「教科書
を変えたい」という提案を支える根拠にならず、主張が維持できていません。以上のことから△と判定
します。
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2.4.4 C1レベル
【１】このレベルで測定する能力・ロールプレイの例
C1レベルの測定能力は次のとおりです。

C1

社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで流暢に明快にやりとりができる

ガイドラインにある C1レベルのロールプレイの例を取上げます。
＜例＞

実践編

＜ C1ロールカード＞
状況 A

あなたは日本企業の採用面接を受けています。
この企業では、社会的な問題について関心を持ち、幅広い視点で解決方法を考えていけるような
人材を求めています。あなたは今、自己紹介や志望動機などについて話し終えたところです。
課題

面接の最後の10分間で、あなたの国の社会問題とその影響や背景について聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接官の質問に答えてください。

【２】判定の手がかり
ガイドラインに示したタスク達成の手がかりとして引き出す内容を判定の手がかりとします。また、
判定の指標を参考に、タスクの達成度（◎〇△×）を判定します。

＜ C1 のタスク達成の手がかりとして引き出す内容＞

Ⅰ 問題の具体的内容を社会的な影響や背景と関連づけて流暢に筋道立てて詳細に説明できるか。
Ⅱ 問題を解決するための取り組みを、Ⅰで説明したことと関連づけて具体的に提案し、その効果
が説明できるか。提案ができない場合は、その理由が説明できるか。
Ⅲ Ⅱでやり取りした内容について、更に掘り下げた質問や別の視点からの質問をされたとき、そ
れまでの議論と関連づけて、自分の見解を、補強したり修正したりしながら筋道立てて詳細に
述べ、議論を続けることができるか。

Ⓒ国際交流基金
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＜ C1 の判定の指標＞
社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで

社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで

流 暢に明快にやりとりができる

流 暢に明快にやりとりができない

◎

〇

△

×

実践編

社会的な 問題の 具体的内

社会的な問題の具体的内

社会的な問題を詳細に説

社会的な問題を詳細に筋

容 を 社 会的 な 影 響や 背

容を 社会的な 影響や 背

明できるが、社会的な影

道立てて説明できない。

景と関連づけて、常 に自

景と関連づけて、流暢に

響や 背景と 関連づ け て

然 で流暢に筋道立てて詳

筋道立てて詳細に説明で

筋道立てて説明できない。

細 に説明できる。

きる。

相手からの助け舟がない

相手からの質問やコメン

相手からの質問やコメン

と議論を続けることがで

トに、面接に合った言葉

トに、面接に合った言葉

きない。

遣いで 積極的に 対応し、

遣いで積極的に対応し、

議論を複数の視点から自

議論を何とか深めたり広

在に深めたり広げたりす

げたりすることができる。

ることができる。

【３】やりとりと判定の実例

T: テスター、S: 受験者

例１・例２で、「判定の根拠」の欄に示した 引き出す内容Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ は、29ページの＜ C1のタス
ク達成の手がかりとして引き出す内容＞にあたります。

例１

発話例

判定の根拠

T： ＜ 略 ＞今日、面接の最後でですね、残りの10分ぐらいで、最後に、
あの、◆◆◆の国の社会問題について、質問したいと思っています。
今、◆◆◆さんの国の新聞や雑誌、ニュースなどで大きく取り上げ
られている社会問題にはどのようなものがあるでしょうか。＜ 略 ＞
S： はい、わかりました。よく言われるのはですね、まあ晩婚化がよく
取り上げられてるんですが、えー、例えば伝統的には、昔から男性
は20代で結婚して、女性もまた20代、まあ少し前にいくと女性が
18歳とか17歳、結婚した、あるいはそれよりも年下で結婚したケー
スもあったんですけれども、最近になってですね、男性がほんとに
30代に入っても結婚するチャンスがなかなかない、私自身の周りに
は40歳、45歳、50歳の友達一人いるんですけれども、結婚してない、
周りにまあ女性も男性もほんとに、30代に入っていて結婚してない
というのが多く見られるようになってしまっています。①

①社会的な問題（晩婚化）の
具体的な説明ができる
＝ 引き出す内容Ⅰ

T： うん、なるほど、では、その晩婚化というものの問題は、社会的に
はどのような影響というか問題があるんでしょうか。
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発話例

判定の根拠

S： そうですね、まあ第 2次世界大戦の前には、おそらく先ほど言った
私の国の状況と同じようにどこでも結婚がね、まあ20代が一般的だっ
たのですが、今はそうじゃなくなってしまって、この状況が進めら
れるとですね、人口減少につながってしまう恐れがあります。それ
からまあ、高齢化の問題もまたこう発生してしまうんじゃないかと
いう指摘がよく耳にします。②

②晩婚化の社会的な影響の説明
ができる
＝ 引き出す内容Ⅰ

T：で、まあ晩婚化っていうのは、いろんな影響があるということなん
ですが、少し、どうして晩婚化っていうものが起こってきたかという、
社会的な背景について少しお話いただけますか。
S： そうですね、いろんな要素が絡み合って、こうなっているかと思う

実践編

んですが、まあ主な原因として申し上げられるのはですね、やはり
その、就職の場が非常に、こう減ってきている、減少しているとい
うのは、あのあるかと思うんですね。人はやはり、あのー、就職で
きないと、やはりその結婚の相手にされにくくなってしまうという
のがありまして、あと本人もその、やはりその結婚しようという、
こう希望がなかなか出てこないというのがあると思うんですよね。
まあ、その中でですね、どうしてこうなってしまったかというと
ですね、現代化が進められてきて、やはり機械が、あらゆる機械が
人間の代わりに、仕事できるようになったというのがあると思うん
ですね。③

③晩婚化の社会的背景や要因の
説明ができる
＝ 引き出す内容Ⅰ

T： じゃあ、その晩婚化の問題について、社会として、どのような制度
をですね、まあ整備したら、その問題を解決していけるかというこ
Ａ
とについては、どのようにお考えでしょうか。□
S： そうですね、あの、社会が整備すべき制度はですね、いろいろある
と思うんですが、まあこれ一つは私の国で問題になるのはですね、
就 職活動の、その開始がですね、もともと就 職活動というのがなく
てですね、学生が大学を卒業、学士課程、修士課程が終わってから、
仕事を自分で探すということが一つの問題で、あの、なかなかやっ
ぱり個人の努力では、仕事を見つけることが難しいと思うんですね。
そこで、あの、個人的に思うのは、えー、日本に見習って就職活動
の早期開始をいわゆる、その、就活ですね。それまあ、大学、学士
課程の3年生あたりになると、それを始めれば、やはりそれぞれの
学生が 自分の 専門に 合っ た、あ る い は、そ の 自分の 好み に あ っ た
仕事を見つけるのではないかと、思うんですね。ただ仕事が、やは
りあって、また、その仕事でこの夢中になって多忙で、その、人と
の出会いが少なくなってしまうという恐れもあるかと思うんですね。
そこでやっぱり人が結婚できるような制度を、まあ社会がうまく
作成できればいいかと思うんですけども。例えばですね、出会いの
場を作ることを考えればいいかと思うんですが、それは、いろんな
方法があるかと思うんですけれども、まあ結婚相談所というのが一つ。
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発話例

判定の根拠

あるいは、まあ信頼できる正式に認められた結婚サイトととかも増
やすのも、一つの方法じゃないかと思うんですね、そうするとやは
りその、就職のチャンス、あと人と人との出会い、結局、結婚するチャ

④新しい取り組みの提案とその

ンスをバランスよく考えれば、まあ、こうした社会問題が解決する

効果の説明ができる

ようになるんじゃないかと私は個人的には思います。④

＝ 引き出す内容Ⅱ

T： なるほど、まあ晩婚化という問題が解決できたとしても、次は、
子育てをどのように支えていくか、という新しい問題が出てくるか
とは思うんですが、そのことについては、どのようにお考えでしょ
B
うか。□
S： おっしゃる通りだと思います。例えば、仕事のチャンスが増えれば

実践編

ね、共働きになってしまったりとか、えー仕事で、多忙で、せっか
く結婚したにも関わらず、今度、こう子どもが産めなくなってしまう、
忙しさで、という問題が出てくると思うんですけれども、その中で
ですね、社会が例えば、その就労支援をきちんとする制度を作ったり、
あるいは、まあ、子ども、子育て支援を、えー、まあうまく調整し
たりするのがいい方法じゃないかと思うんですね。いろんな地域に
幼稚園の数を増やしたりすれば、まあ、子育ての問題が解決になる
んじゃないかと思うんですね。それと同時に、まあ仕事のない一部
の人たちが、例えばその幼稚園の数が増えたとして、そこで例えば、

⑤別の視点からの質問への対応

ベビーシッターをしたりとかすれば、また新たな就職口も作られて
くるんじゃないかと思いますね。⑤

が積極的にできる
＝ 引き出す内容Ⅲ

T： はい、えーと、今日はですね、我が社の面接に、えー、来てくださっ
てあの、大変ありがとうございました。＜ 略 ＞

例 1で は、①で 晩婚化と い う 現象を、過去と 比較し て 具体的に 詳し く 説明し、②と ③で 社会に 与
える影響と背景を説明し、 引き出す内容Ⅰ について話すことができていると考えられます。 A で
引き出す内容Ⅱ として新しい取り組みを提案するように求められると、④で分かりやすい具体例を挙
げ、理由や効果も流暢に説明しています。 B では、晩婚化に関連し、子育て支援という新たな点につ
いての見解を求められます。これは 引き出す内容Ⅲ にあたります。これには⑤で、前に話した就労
支援と関連づけながら、保育施設の増設が新たな就職口を生むことになるという見解を述べています。
ここでは明快に現状の説明や仮説を述べていると判定できます。発話は全体として流暢で、話の筋立て
が良く分かり、相手からの質問やコメントに積極的に対応しています。
この例は「社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで流暢に明快に」何とか対応してやりと
りできるので○と判定しました。余裕を持って充分にやりとりができる◎と判定するには、議論を複数
の視点から自在に深めたり広げたりできなければなりません。しかし、この例では、例えば③で、晩婚
化の背景として社会の「機械化」を挙げていますが、解決すべき制度についての提案④で、この点につ
いては触れていないため、相手とのやりとりを通して説得力ある議論を自在に構築するレベルには至っ
ていないと判定します。
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例2

発話例

判定の根拠

T： ＜ 略 ＞あなたの国の環境問題について聞かせてください。＜ 略 ＞
S： はい、◆◆◆の環境問題についてですが、今、一つの深刻な問題と
してはごみの問題ですね、あの、やっぱり、人口も増えつつ、また、
外国から来た方も、増えているので、あの、その中で、あの、ごみ
も一人あたりのごみも増えていえるような、問題があります。それ
で、あの、やっぱり、日本に来てごみ箱はあまりないなっていうふ
うに思ってるんですけども、それにしても街がきれいだなっていう
どこに行ってもごみ箱があるんですけども、でも、ごみ箱以上にご
みが増えている、もうこぼれているような状態になっているんですね、
それが、あの何とかしないと、街自体はもう本当に汚くなるかと思
いますが。①

実践編

印象がありました。でも◆◆◆はごみ箱はたくさんあります、あの、
①ごみ問題の具体的な内容を
説明できる
＝ 引き出す内容Ⅰ

T： なるほどね、まあ、ごみが増えるというのは確かに問題なんですが、
もう少しごみ問題が、ま、どのように社会にとって問題なのか、ちょっ
と社会的な関係の中でごみ問題について、もう少し詳しく説明して
いただけますか。
S： そうですね、その、ごみを処理するのに、ま、◆◆◆ではたいてい
ごみ処理場があって、そこで燃やしたりするような、ことをやるん
ですけども、それが燃やすのに、また、あの、ガスが出てしまうん
ですよね。あの、人間にあまりよくないガスが出てしまって、それが、
あの◆◆◆にいる人たちが、あの、そのガスを吸い込まなければい
けないということになって、あの、また、健康の問題にもつながる
というようなことですよね。②

②ごみ問題が社会に与える影響
の説明ができる
＝ 引き出す内容Ⅰ

T： なるほど、まあ、それに関係した問題が出てくるということですが、
そうですか。そしたらじゃあ、それが◆◆◆社会としてですね、ご
み問題を解決していくためにですね、まあ、整備すべき制度につい
Ａ
てはどのように考えていますか。□
S： そうですね、前にはごみ分別するような、キャンペーンも政府から、
あの、そういうようなキャンペーンもあったんですけども、なかなか
◆◆◆人からの協力を得ずに、ま、最初は少し良くなったんですけど
も、でもやっぱり、戻ってしまったんですね、前の状態に。やっぱり、
あの、教育が必要かと思いますけど、日本みたいに小さい頃から、
ごみ分別ということに対して、なんか、とても、あの、認識度が高いっ
ていうか、そういうようなことなんですけども、でも◆◆◆人の
性格かわからないんですが、教育があってもそれが守らないという
のがあるんですね。やっぱり、あの、教育だけじゃ◆◆◆の場合に
は教育だけではちょっと足りないかと思いますが、その辺は政府側が、
教育という形ではなくて、法律とか、あの、もうちょっと罰金とか、
そういうようなことがあると守る、守ってくれるのではないかなと
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発話例

判定の根拠

思います。ごみ分別とか、あの、道にごみを捨てたりすると、あの、
どういうような罰金があるかというような法律を作ると、よくなる

③新しい取り組みの提案ができる
＝ 引き出す内容Ⅱ

のではないかと私は思います。③
T： ま、教育だけではちょっとみんな守らない、で、罰金を作ればみん

④提案の根拠を挙げる

な守るようになる。
S： まあ、◆◆◆人の性格から考えれば。④

＝ 引き出す内容Ⅱ

B
T： ど、どんな性格ですか、◆◆◆人の性格。□
S： でもやっぱり、何か、自由とか、別にそれが法律では、定められて
いないから、別に自由じゃないっていうようなこと、そういうふう
にみんな思ってますので、法律があれば、まあ一応ちゃんと守らな

実践編

ければならないというような認識ですね。⑤

⑤根拠の説明をするが、詳細さ、
明快さに欠ける
＝ 引き出す内容Ⅱ

T： あの、そうですね、ごみ問題があると、だからごみを分別したほう
がいい、っていうのはわかるんですが、分別をすれば、◆◆◆の今
C
のごみの問題は、解決するんですか。□
S： うんと、分別すればいいっていうよりも、あの、ごみをなくす、減
らすために、それが、あの政府側が、何かを、あの法律とか何かを
作らなければいけないなと私は思うんですが、あの、教育をしてい
ても、守らない、あ、守る人は守るんですけども、守らない人は守
らない、っていうようなことですので、まあ分別だけじゃなくて、
何かごみをこう、制限するとかそういうようなことを、ま、できる
のではいかなと思うんですが。⑥

＜略＞

⑥罰金がごみの分別ではなく削減
に効果があるという見解を説明
するが、筋道立っていない
＝ 引き出す内容Ⅲ

例 2では、① ②で自国でのごみ問題の具体的な内容と、社会に与える影響を説明し、 引き出す内容Ⅰ
について話せていると考えられます。 A で 引き出す内容Ⅱ の、問題解決のために必要な制度の提案
を求められると、③で政府のキャンペーンや教育では効果が無いことを説明して罰金を提案し、根拠と
して④で国民性を挙げています。しかし、詳細を問う B の質問に対しては、その説明⑤は明快ではな
く議論が深まりません。また、 C でテスターが別の視点からの質問をすると⑥で漠然とした見解を述
べますが、テスターからの問いかけに答えられているとは言えず、 引き出す内容Ⅲ には対応できませ
んでした。したがって、この例は、説明はできるものの、全体として話の筋道が明快ではなく、聞き手
からの助け舟によって内容を補完しているため、△と判定します。
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【４】判定可能なパフォーマンスを引き出すための質問の仕方
「タスク達成の手がかりとして引き出す内容」（p.29）を上手に引き出すための質問の仕方と発話例
を挙げました。
!

引き出す内容Ⅰ を引き出すための質問の仕方

引き出す内容Ⅰ：問題の 具体的内容を 社会的な 影響や 背景と 関連づ け て 流暢に 筋道立て て 詳細に
説明できるか。

【例：その問題の社会的な影響や背景の説明が足りない場合】

実践編

テスター（T）： 今、○○さんの国の新聞や雑誌、ニュースなどで大きく取り上げられている社会問題には、
どのようなものがあるでしょうか。
受験者（S）：

私の国では、ごみの分別が行われないことが社会問題になっています。

のように、問題についての説明が漠然としていて、社会的な影響（なぜそれが問題なのか）
や背景（何が原因なのか）も分かりにくいことがあります。このような場合は、問題の内容に応じて
質問 a か b で確認しましょう。判定の確証が得られない場合には、a、b 両方の質問をします。

質問 a：社会的な影響について詳しく説明させる
（例）
T: 分別が行われないことがなぜ問題なのか、社会的にどんな影響があるのか、もう少し詳しく説明していた
だけませんか。
S： 社会的には、ごみの収集・処理コストの上昇、再生可能な資源が有効利用されないことによる経済的な
損失などが考えられます。例えば・・・

質問 b：社会的な背景について詳しく説明させる
（例）
T： どうしてそのようなごみの分別の問題が注目されるようになってきたのでしょうか。そこにはどのような
社会的背景があるんですか。
S: 以前、ごみは自然に分解されるものばかりでした。しかし、技術の発展などに伴ってプラスチックなど
自然に分解されない、あるいは人体に有害なごみが大量に出されるようになりました。本来ならその変化
に伴って、人々の意識も変わっていくべきだと思われますが、残念ながら人々の意識は昔のままです。
また・・・
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@

引き出す内容Ⅱ を引き出すための質問の仕方

引き出す内容Ⅱ：問題を解決するための取り組みを、Ⅰで説明したことと関連づけて具体的に提案
し、その効果が説明できるか。提案ができない場合は、その理由が説明できるか。

【例 : 提案された新しい取り組みがⅠで説明されたことと関連づけられていない場合】
T： では、今おっしゃった問題を解決するために、今後社会はどのような制度を整備すべきだと思いますか。
またそれがどのような効果をもたらすと思いますか。
S： ごみ問題を解決するには、一人ひとりができるだけごみを出さないように気をつけるべきだと思います。

実践編

のように、提案が漠然としていて、それまでの説明との関連が分かりにくいときには、質問 c
で確認しましょう。受験者がⅠで説明した内容が多岐にわたる場合、その中の一つでも関連づけて説明
ができるかを見ます。
質問 c：提案の内容と社会的な影響や背景との関連についての説明を求める
（例）
T： 今、提案してくださった解決策は、先ほど説明してくださった問題の社会的な背景と、どのような関係が
ありますか。
S： 人口増加とごみに対する意識改革がなされないことが、ごみが増える根本的な原因なんじゃないかと思い
ます。多くの人がごみの分別の重要性を意識していないので、分別されない大量のごみが町中にあふれて
います。このような問題を抱える中で、政府がごみの分別に対する意識を高めていくキャンペーンを実施
したり、学校でごみの分別やごみ減量についての教育を行ったり、企業に対する指導を強化する必要があ
ると思います。

#

引き出す内容Ⅲ

を引き出すための質問の仕方

引き出す内容Ⅲ：Ⅱでやり取りした内容について、更に掘り下げた質問や別の視点からの質問をさ
れたとき、それまでの議論と関連づけて、自分の見解を、補強したり修正したり
しながら筋道立てて詳細に述べ、議論を続けることができるか。
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このパートでは、テスターがさらに掘り下げた質問や、別の視点からの質問を行い、受験者がそれに
積 極的に対応できるかを見ます。
@ の質問 c の例に挙げた S の発話に続く質問例を下に示します。
質問例①：提案に対する具体的な方策を問う
（「企業に対する指導の強化」に注目した発話例）
T： さきほど、「企業に対する指導を強化する」とおっしゃいましたが、具体的にはどういうことでしょうか。
S： まず、はじめの段階としては政府がリサイクル業者などに補助金を出して支援することが重要だと思います。
リサイクル業をひとつの産業として発展させていくことができれば、循環型社会への転換の後押しとなる
のではないかと思います。
質問例②：別の視点からの見解を求める

実践編

、「企業に対する指導の強化」とは異なる視点からの発話例）
（「ごみに対する意識改革」
T： 資源の大量消費についても問題になっていると思うんですが、それについてはどうお考えですか。
S： 確かに、循環型社会に転換できたとしても、その一方で資源の大量消費が続けられているのだとしたら
問題だと思います。再生可能エネルギーの活用など、考えていかなければならないことはたくさんあるでしょ
う。このように考えると、・・・

この他にも、Ⅱで出された提案にテスターが反論し、それに対する意見を受験者に述べさせたり、そ
こまで話してきたテーマに関連した、他の話題について説明や意見を求めたりする、などの方法がある
でしょう。
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3章
応用編：テストのカスタマイズ
3章の内容
テストの進め方を変えるには？
ロールプレイの話題を変えるには？
新しいロールプレイを自分で作るには？

このテストは、教師が教育現場や学習者（受験者）に合わせて、テストの進め方や内容（ロールプレ
イの話題）を変えられるようになっています。この章では、まずテストの進め方を変える方法を、次に
ロールプレイの話題を変える方法を解説します。最後に、新しいロールプレイを作る時の参考にしてい
ただくために、このテストをどのように作ったかを解説します。

実践編

3.1 テストの進め方を変える
１章で紹介したように、このテストは、受験者のレベルを事前に予測できれば、図２のように、その
レベルに一 番近いレベルのロールプレイから開始し、
「できたか / できなかったか」により、その上か
下のレベルのロールプレイに進む、という手順で進めます。

応用編

か い し

開

始

した

できなかったら１つ下のレベルへ

B1 のロールプレイ
できたら
うえ
１つ上のレベルへ

B2 のロールプレイ
できた

A2 のロールプレイ
できなかった

できた

できなかった

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

さいしゅうはんてい

最終判定

最終判定

最終判定

最終判定

B1

A2

A2 未満

いじょう

B２以上

さいしゅうはんてい
みまん

しゅうりょう

終

了

図２
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一方、受験者のレベルが事前に予測できなかったり、まったくの初心者が多いと予測されたりする
場合には、Ａ１から順番に、レベルを上げていくという進め方ができます（図３）。

か

開

い

し

始

A1 のロールプレイ

できなかった

さいしゅうはんてい

最終判定
みまん

A1 未満
できたら
うえ
１つ上のレベルへ

A2 のロールプレイ

できなかった

さいしゅうはんてい

最終判定

A1

できたら
うえ
１つ上のレベルへ

B1 のロールプレイ

できなかった

さいしゅうはんてい

最終判定

A2
できたら
うえ
１つ上のレベルへ

B2 のロールプレイ

できなかった

さいしゅうはんてい

最終判定

B1

応用編

できたら
うえ
１つ上のレベルへ

C1 のロールプレイ

できなかった

さいしゅうはんてい

最終判定

B2
できた

さいしゅうはんてい

最終判定
いじょう

C1 以上

しゅうりょう

終

了

図３

受験者のレベルが予測できない場合

また、受験者が特定のレベルに達しているかどうかをチェックする場合や、授業で学んだことができ
るようになったかどうかを測るアチーブメントテストに利用するには、１つのレベルのロールプレイだ
けを実施し、達成できたかできなかったかを測る方法もあります（図４）。

ロールプレイの実施

このように、テストを実施する現場の状況に合わせて、テストの進め方を変えることができます。
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か

開

い

し

始

B1 のロールプレイ

できなかった

できた

さいしゅうはんてい

最終判定
いじょう

B1 以上

さいしゅうはんてい

最終判定
みまん

B1 未満

しゅ う り ょ う

終

了

実践編
図４

特定のレベルに達しているかどうかをチェックする場合

3.2 ロールプレイの話題を変える
ロールプレイの話題は、教育現場や学習者（受験者）の興味や関心に合わせて変えることができます。
その手順を B1を例に紹介します。資料編の B1のガイドラインを見ながら確認してください。

応用編

私の学生は、料理に興味がないなあ。
どんな話題なら、詳しい情報の
やりとりをするかな。

ステップ１

もとのロールプレイを確認する

もとのロールプレイの話題と、そのレベルで測定する能力（できるかどうか測ること）を確認します。
つまり、どのような話題で何を測ろうとするロールプレイなのかを確認します。

＜もとのロールプレイ例＞

＜ B1ロールカード＞
日本人の友だちに、あなたの国の有名な料理について聞かれました。どんな料理なのか、どうやっ
て作るのかなど、友だちに詳しく説明してください。
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＜測定する能力＞

B1

身近な話題で説明ができる

この例の場合、「料理についての説明ができる」かどうかを測るものであることが確認できます。

ステップ２

話題を変えてロールプレイ案を作る

「 料 理」に関心がなかったり、その話題を扱うことが適切ではなかったりする学習者（受験者）の
場合、どのような話題で説明を行うことがその学習者（受験者）に合っているのかを考えます。例えば
「その土地でお勧めのお土産」
「人気があるスポーツ」などに関心があれば、それについて説明をする
ロールプレイに変えます。この時 B1レベルの話題として適切かどうかを確認するために、CEFR Can-

do「口頭でのやりとり全般」の B1の記述（p.5）も見ておきます。「身近で個人的関心のある事柄、ま
たは日常生活に関連する話題（例えば、家族、趣味、仕事、旅行、時事問題）
」が B1レベルで扱うこ
とが適切であると分かります。
話題を「お土産」に変えたロールプレイ案を挙げます。

＜ロールプレイ案＞

＜ B1ロールカード＞

応用編

あなたの国に来た日本人の友だちが、お土産を買いたいと言っています。あなたのお勧めのお土産
を紹介し、どんな物か、なぜそれがいいのかなど、詳しく説明してください。

ステップ３

ロールプレイ案を検討し、判定のための資料を作成する

ロールプレイ案が完成したら、もとのロールプレイを参考にしながら、タスク達成の手がかりとして
引き出す内容と想定会話を作成します。タスク達成の手がかりとして引き出す内容は、ロールプレイが
「達成できた」と判定する根拠になるものです。想定会話は、
「達成できた」例としてできるだけ自然な
会話に近づけたものを考えます。作成したロールカード・タスク達成の手がかりとして引き出す内容・
想定会話が次の【検討ポイント】を満たすことが確認できたら、ガイドライン（巻末の資料編参照）に
まとめます。ポイントを満たさない場合は、ステップ１〜２に戻って検討し直します。

【ロールプレイ案の検討ポイント】

□ そのレベルで測定する能力が測れるか。
□ 新しい話題と、新しい想定会話は、レベル特徴（CEFR Can-do「口頭でのやりとり全般」の
記述 p.5）に合っているか。

□ タスク達成の手がかりとして引き出す内容・想定会話は、そのロールプレイ案で引き出せるか。
□ 判定の指標を使って判定ができるか。
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＜もとのガイドライン＞
身近で個人的関心のある事柄、または日常生活に関連する話題について、個人的な意見を表明したり、情報を交換したりできる。＜ B1レベルでできる「口頭でのやりとり全般」 CEFR

ロールカード

JF Can-do

日本人の 友達に、あ な た の 国の 有名な

タスク達成の手がかり

想定会話

として引き出す内容

（Ｔ：テスター、Ｓ：学習者）

郷土料理について、特徴や店の評判などの詳

□ 有名な料理は何か

料理に つ い て 聞か れ ま し た。ど ん な

しい情報を、友人に質問したり、答えたりす

□ 説明ができるか：どんな料理か、味、材料、

料理なのか、どうやって作るのかなど、

ることができる。

友達に詳しく説明してください。

＜情 報交換＞

Can-do より＞

Ｔ：S さんの国で、有名な料理というと何ですか。

作り方など

Ｓ：私の国で有名な料理は、○○です。
Ｔ：○○はどんな料理ですか。

□ 付加情報についての説明ができるか：なぜ
有名か、他の国の料理と何が違うのか、など

Ｓ：○○は★★人にとって特別な料理で、〜から作られます。材料は、〜と、〜と〜です。
Ｔ：どうやって作るんですか。
Ｓ：最初、〜て、それで、〜て、〜て、食べます。★★人は、この料理を一つの皿に入れて、手で食べ
ます。これは春と夏によく食べられる料理です。
Ｔ：日本でも食べられますか。
Ｓ：はい。新宿に★★料理のレストランがあります。とてもおいしいです。
Ｔ：じゃあ、今度行ってみようかな。

判定の指標

B1のテスター行動
身近な話題で説明ができる

身近な話題で説明ができない

□

積極的に会話に参加できるかどうかを見るために、学習者の発話をできるだけ待つ。

□

会話はテスターが開始し、終了する。

◎

○

△

×

説明したことが聞き手に充分

説明したことが聞き手にほぼ

説明したことが聞き手にほと

説明したことが聞き手に全く

に伝わる。積 極 的に会話に参

伝わる。積 極 的に会話に参加

んど伝わらない。相手からの

伝わ ら な い。別の 表現で 言い

良い例：〇〇って、どういう意味ですか。もう少し詳しく説明してください。

加でき、相手からの働きかけ

できるが、相手からの働きか

働きかけがないと話し続ける

換えて説明ができない。

悪い例：「シュガー」って砂糖のことですね。

が無くても、話し続けること

けがないと、話し続けられな

ことができない。別の表現で

ができる。別の表現で言い換

いことがある。別の表現で言

言い換えて説明ができない。

えて説明ができる。

い換えて説明ができる。

□ 学習者の発話が不 明 瞭だったり、意味が通らない時は、学習者に別の表現での言い換えや説明をさせる。

□

スピーチスタイル、敬語使用は評価の対象としない。です・ます体で話しても OK。

□ B1かどうかの確証が得られたら、会話をできるだけ早く、自然に終結させる。

B1
Ⓒ国際交流基金

＜新しいガイドライン＞

を書き変え

タスク達成の
ロールカード

JF Can-do

手がかりとして

想定会話

引き出す内容

応用編

あ な た の 国に 来た

郷土料理について、

日本人の友だちが、

特徴や 店の 評判な

お 土 産を 買 い た い

どの詳しい情報を、

□ 説明ができるか：

るといいお土産ってありますか？

と 言 っ て い ま す。

友人に質問したり、

どんなお土産か、

S： そ う で す ね、食べ 物だ っ た ら フ

あなたのお勧めの

答えたりすることが

ど こ で 買え る か、

お土産を紹介し、

できる。

など

ど ん な 物か、な ぜ

＜情 報交換＞

□ お 勧め の お 土産は
何か。

□ 付加 情 報に つ い て

T： Ｓさんの国では、どんなお土産が
お勧めですか？外国人が買って帰

ルーツのジャムがいいですよ。
T： ジャム？どうしてジャムがお勧め
なんですか？

それがいいのかな

の説明ができるか：

S： 他の国にない（ような）珍しいフ

ど 詳し く 説明し て

な ぜ お 勧め か、他

ルーツのジャムがあります。黒ス

ください。

の お 土産と 何が 違

グリとか、栗とか、外国の方にも

うのか、など

おいしく食べてもらえると思いま
す。
T： どんなところで買えますか？
S： 市場やデパートなど、どこでも買
えます。空港にもありますけど、
ちょっと高いですから、街の中の
お店で買ったほうがいいです。
T： へえ、買ってみます。どうもあり
がとう。
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最終ステップ

ロールプレイ案を試行して完成する

ロールプレイ案がテストとして機能するかどうかを確かめるために、実際に自分で使ってロールプ
レイテストをすることに加え、誰か他の人にやってもらうことが大切です。この時、協力してくれる
学習者がいれば実際にロールプレイを行いますが、いない時は教師同士で行ってみます。想定したよう
な会話ができること、引き出したい内容を引き出すことができること、判定の指標を使って判定ができ
ることが確かめられたら、新しいロールプレイは完成です。

3.3 新しいロールプレイを作る
現場によっては、ロールプレイの話題だけでなく、活動自体を変えて、新しいロールプレイを作りた
い場合があるでしょう。例えば、このテストでは B1のロールプレイで「身近な話題で説明ができるか
どうか」を測りますが、「上手に質問をして情報を得ることができるか」「自分の考えやコメントを伝え
ることができるか」などを測るロールプレイを作る場合です。
新しいロールプレイを作る場合の参考にしていただくために、このテストがどのような手順と方法で
作られたかを説明します。
どれぐらい自分の考えを伝える力が

このテストは次のような手順で作成しています。

あるのか測りたいんだけど・・・

レベルの特徴を CEFR の記述で確認する

ステップ2

ロールカードのもとにする JF Can-do を選ぶ1

ステップ3

ロールカードを作成する

最終ステップ

ガイドラインを作成する

応用編

ステップ1

ここでは、各ステップに分けてこのテストの作成の方法を解説します。

ステップ１

レベル特徴を CEFR の記述で確認する

まず、測りたいレベルの特徴を把握します。そのために、該当するレベルの CEFR Can-do「口頭で
のやりとり全般」を確認します（p.5）
。

B1の記述です。
単純な形だが幅広く言葉を使え、旅行中に遭遇する可能性のあるほとんどの状況に対処できる。
身近な話題の会話に準備なしでも加わることができる。身近で個人的関心のある事柄、または日常
生活に関連する話題（例えば、家族、趣味、仕事、旅行、時事問題）について個人的な意見を表明
したり、情報を交換したりできる。

この記述から、B1は「身近で日常的な話題」で「意見や情報をやりとりできる」レベルであること
が確認できます。

1

C1は、ロールカードと JF Can-do を同時に作成しました。
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ステップ２

ロールカードのもとにする JF Can-do を選ぶ

ロールプレイで扱う言語活動を決めるために、該当するレベルの JF Can-do を選びます。CEFR

Can-do がどの言語にも応用できる一般的な記述になっているのに対して、JF Can-do は、日本語を
使ってどのような場面・トピックで、どのような熟達のレベルで、どのような言語活動をするのかが
具体的に書かれています。JF Can-do で示された言語活動が達成できれば、CEFR が設定しているその
レベルに達していると考えられます。
口頭でのやりとりに関する Can-do には様々な種類 2があります。
「みんなの Can-do サイト」
（http://

jfstandard.jp/cando/）を使って複数の JF Can-do を検索し、それらを見比べながらロールプレイテス
トに向いているものを選びます。次のようなポイントを満たすかどうかチェックするといいでしょう。

実践編

【ロールカードのもとにする JF Can-do を選ぶポイント】

□ その Can-do を使ったロールプレイをした時に、レベルの特徴を引き出しやすい
□ その Can-do を使ったロールプレイの設定が学習者（受験者）に理解しやすい
□ ロールプレイの内容が学習者（受験者）の興味・知識・文化に大きく左右されない
□ 達成できたかどうかを判定しやすい

応用編
2

JF スタンダードは言語活動の種別をカテゴリーと呼び、カテゴリーごとに様々な Can-do を提供して

います。
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このテストで採用した JF Can-do は表 5の通りです。

表5

ロールプレイ作成のために採用した JF Can-do

企業の採用面接などで、社会問題とそれについての見解を問われたとき、幅広い視点から 流 暢

C1

に明快に答えることができる。相手の対抗的な質問や別の角度からの質問にも的確に対応する
ことができる。

< インタビューする / 受ける＞
学校な ど の 職場で、休 憩時間な ど に、同僚に、今使っ て い る 教科書を 変更す る な ど の 提案を

B2

するとき、論拠を示しながら自分の考えを述べ、相手の意見に的確に対応することができる。
＜インフォーマルな場面でやりとりする＞
近所の歯医者について、対応の仕方や技術などの詳しい評判を、友人に質問したり、答えたり
することができる。＜情 報交換＞

B1

旅行中に会った人に、お勧めの場所や店などの詳しい情報を、質問したり、答えたりすること
ができる。＜情 報交換＞
郷土料理について、特徴や店の評判などの詳しい情報を、友人に質問したり、答えたりするこ
とができる。＜情 報交換＞
友人と週末サイクリングに行くために、行き先や待ち合わせ時間などについて、短い簡単な

応用編

言葉で話し合うことができる。
＜インフォーマルな場面でやりとりをする＞

A2

デパートなどの店員に、店頭に出ている衣料品の他の色やサイズがあるかなどについて質問し、
いくつかの簡単な答えを理解することができる。
＜店や公共機関でやりとりをする＞
ときどきくり返しや説明を求めることができれば、病院などで、どこがどのくらい痛いかなど
の簡単な質問に対して、短い簡単な言葉で答えることができる。< インタビューする／受ける >
八百屋や市場などで買い物をするとき、買いたい野菜や果物などの名前と個数を店員に伝える
ことができる。 ＜店や公共機関でやりとりをする＞
体の調子が悪いとき、
「おなかが痛いです」「気持ちが悪いです」など、短い簡単な言葉で、ホ

A1

ストファミリーに伝えることができる。 ＜情 報交換する＞
重いものの移動など人の助けが必要なとき、「助けて下さい」
「手伝って下さい」など、短い
簡単な言葉で頼んだり、ゆっくりとはっきりと話されれば、頼まれたことに対応したりするこ
とができる。 ＜共 同作業中のやりとり＞

選んだ JF Can-do と CEFR Can-do の記述をもとに、ロールプレイで測定する能力をレベル別に定め
ます。このテストでは表 6のように設定しました。
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表6

レベル別

ロールプレイで測定する能力

C1

社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで流暢に明快にやりとりができる

B2

意見とその根拠を言える

B1

身近な話題で説明ができる

A2

日 常生活に必要な基本的やりとりができる

A1

ごく簡単な応答ができる

ステップ3

ロールカードを作成する

選んだ JF Can-do をもとにしたロールプレイでは、②で定めた「測定する能力」を測る必要があります。
ロールカードには「どのような役割で」「どのような状況で」「何をすればいいのか」という具体的な
指示を分かりやすく書くようにします。必要であれば話題も書き変えます。3

＜もとにした JF Can-do ＞

郷土料理について、特徴や店の評判などの詳しい情報を、友人に質問したり、答えたりすることが
できる。＜情 報交換＞

応用編

＜測定する能力＞

B1

身近な話題で説明ができる

＜作成したロールカード例＞

＜ B1ロールカード＞
日本人の友だちに、あなたの国の有名な料理について聞かれました。どんな料理なのか、どうやっ
て作るのかなど、友だちに詳しく説明してください。

3 「3. ２

46

ロールプレイの話題を変える」のステップ２を参照してください。
（p. 41）
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最終ステップ

ガイドラインを作成する

テストの準備と実施、そして判定に利用できる、テスター用の資料を作成します。テストの信頼性を
高める、つまり誰が行っても同じ判定が得られるようにするために、次のような資料が必要です。

◇タスク達成の手がかりとして引き出す内容：ロールプレイが「達成できた」と判断するために、やり
とりの中でどのような内容が話される必要があるのかを示したもの。
◇想定会話：やりとりの流れや「達成できた」場合の発話をイメージするためのもの。
◇判定の指標：ロールプレイが「達成できたか、できなかったか」を判定する時の参考にするもの。各
レベルで測定する能力（B1なら「身近な話題で説明ができる」かどうか）を◎〇△×の4段階
で判定できるように作成します。
◇テスター行動：テスターがロールプレイをする時に注意すること。

資料の作成は次のような順序で行います。
まずタスク達成の手がかりとして引き出す内容と想定会話を作成します。それを利用して複数のテ
スターが学習者の協力を得てロールプレイテストを試行し、判定を出します。またロールプレイ中の
学習者とのやりとりを録音します。試行が終わったら、ロールプレイの実施と判定に関して困った点や
迷った点などをテスターから聞き取り、問題点を整理します。そして録音データも参考にしながらテス
ター行動の注意点を作成します。必要であれば、ロールカードの書き方やタスク達成の手がかりとして

応用編

引き出す内容・想定会話も加筆修正します。
また、判定の指標を作成するために、複数のテスターで同じ受験者の発話（録音）を聞いて4段階（◎
○△×）で判定します。そして全員の判定が一致した発話を観察し、◎○△×それぞれの発話の特徴
を明らかにします。それを判定の指標としてまとめます。この判定の指標を使って、さらに試用を行
い、本当に「達成できた」（◎○）
「達成できなかった」（△×）を判断する参考になるか、記述の仕方
に問題は無いかなど検討を重ねます。このような作業を繰り返すことによって、資料を完成させます。
このテストで提供する資料は、巻末の資料編のガイドラインに載っています。見方は、次のページの
「ガイドラインの見方」をご覧ください。

Ⓒ国際交流基金
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ガイドラインの見方
そのレベルでできる「やりとり」の内容が記述されています。ロールプレイでは、ここに記述された能力
を備えているかどうかを測ります。テストの前に、まずこの欄を見て、レベルイメージを固めてください。

テスター用ガイドライン

簡単な方法でやり取りができるが、ゆっくりとした繰り返し、言い換え、修正に全般的に頼ってコミュニケーションすることになる。簡単な質疑応答はできる。すぐに回答が必要な事柄やごく身近な話題につ
いてなら、話も始められ、応答もできる。 ＜ A1 レベルでできる「口頭でのやりとり全般」 CEFR Can-do より＞

ロールカード

JF Can-do

タスク達成の手がかり

想定会話

として引き出す内容

（Ｔ：テスター、Ｓ：学習者）

あなたは日本の八百屋で買い物をしています。店の人に、

八百屋や市場などで買い物をするとき、買いたい野菜や

□ 何がほしいか

T：いらっしゃいませ。

買いたい野菜や果物の名前、数を言ってください。

果物などの名前と個数を店員に伝えることができる。

□ いくつほしいか

S：すみません、りんごを一つください。

＜店や公共機関でやりとりをする＞

T：はい、りんごを一つですね。
どうもありがとうございます。

あなたは職場で、体の調子が悪くなりました。日本人の同

体の調子が悪いとき、
「おなかが痛いです」
「気持ちが悪い

□ どんな状態か

Ｔ：どうしたんですか？

僚に、そのことを伝えてください。

です」など、短い簡単な言葉で、ホストファミリーに伝え

□（特定の箇所）は痛いか、痛くないか

S：気持ちが悪いです。

ることができる。

＊「どこがどのように痛いか」などは不要。「おなかが痛

T：お腹が痛いですか？

＜情 報交換する＞

いです」「気持ちが悪いです」など短い言葉で OK

S：はい。
T：大丈夫ですか？一緒に病院に行きましょう。

「助けてくだ
あなたは職場で、荷物を運んでいますが、とても重いです。 重いものの移動など人の助けが必要なとき、

ロールプレイの話題・

近くに同僚が来ました。手伝いを頼んでください。

さい」「手伝ってください」など、短い簡単な言葉で頼ん

ロールプレイのもとに

役割・課題が書かれ

だり、ゆっくりとはっきりと話されれば、頼まれたことに

□「助けてください」「手伝ってください」など、用件を
伝える

ここにあるものは「達成できる」

S：T さん、すみません。手伝っててください。

ロールプレイが達成でき

□ お礼のことば

対応したりすることができる。

T：いいですよ。どこに運びますか。２階ですか。

と判定する例です。このとおり

S：はい、そうです。ありがとうございます。

なった JF Can-do です。

たかどうかを判断するた

に進むという意味ではなく、や

そのタスクで測りたい

めに、やりとりの中でテ

りとりの流れ、教師の質問、

学 習 者に合わせて選べ

能 力はどのようなもの

スターが引き出す必要が

予想される学習者の発話など

るようにしておきます。

か確認できます。

ある内容を示しています。

をイメージするためのものです。

ています。テストの前

＜共 同作業中のやりとり＞

に全体を見ておき、

判定の指標

A1のテスター行動
ごく簡単な応答ができる

ごく簡単な応答ができない

□ 日本語で簡単なやりとりができるかを見るために、繰り返したり、ゆっくり質問したりする。（母語は使

応用編

わない）

◎

〇

△

×

ご く 簡単な 質問を 理解し て、

ゆっくりはっきりと話されれ

ゆっくりはっきりと話されれ

ゆっくりはっきりと話されて

ば、ご く 簡単な 質問を 理解し

ば、ご く 簡単な 質問に 対し て

も、ごく簡単な質問にほとん

□ 学 習者が母 語を使 って単 語を補 った時 は、テスターは「〜のことですか」と日 本語で確 認する。

て、答えられる

何か言うが、答えにならない

ど何も答えられない

□ コミュニケーションができるかどうかを見るため、学習者が理解できない場合は、言い換え・繰り返し

容易に答えられる

□ 会話はテスターが開始し、終 了する。

をする。

A1

◎〇△×の４段階の判定をする手が
かりとなる特徴が記述されています。
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T：S さん、大丈夫ですか。
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テスターがロールプレイをする時に、
注意することが書いてあります。
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資料編
ロールカード（A1〜 C1）
JF 日本語教育スタンダードウェブサイト（http://jfstandard.jp）には、翻訳を記入することが
できるスペースがあるロールカードと、各国語の翻訳がついたロールカードが公開されています。
こちらもご活用ください。

判定記入用紙
テスター用ガイドライン（A1〜 C1）

ロールカード①
あなたは

日本の

八百屋で

買い物を

しています。

店の人に、 買いたい 野菜や 果物の

ロールカード

名前と

数を 言ってください。

You are shopping in a grocery store
in Japan. Tell the shop assistant the
name and how many of each fruit and

A1

vegetable you would like to buy.

Ⓒ国際交流基金

ロールカード②
あなたは

職場で、体の

調子が

ロールカード③
あなたは

職場で、荷物を

運んで

悪くなりました。

いますが、とても

日本人の

近くに 日本人の 同僚が 来ました。

同僚に、そのことを

重いです。

資料編

伝えてください。

手伝いを

たのんでください。

Tell your Japanese colleague that you
feel sick at work.

There is a package at work, but it is
very heavy. Your Japanese colleague
is nearby. Ask her/him for help.

Ⓒ国際交流基金
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ロールカード①
あなたは今、自分の国にいます。
日本人の友だちに、土曜日にピクニッ
ク に 行こ う と 誘わ れ ま し た。 ピ ク

ロールカード

A2

ニックに行く場所、待ち合わせをす
る時間と場所を決めてください。
You are in your own country. You have
been invited by your Japanese friend
to go for a picnic on Saturday. Decide
the venue for the picnic and the time
and place you will meet.

Ⓒ国際交流基金

ロールカード③

あなたは今、日本にいます。デパー

あ な た は 仕事で 日本に 来て、明日

トで、とてもいい色の服を見つけま

帰国します。 急に具合が悪くなった

した。

ので病院に来ました。医者の質問に

しかし、サイズが合いません。お店

答えてください。

資料編

ロールカード②

の人に相談してください。
You are in Japan. You found clothes
with very nice colors in a department
store, but they don't fit you. Talk with
a shop assistant about it.

Ⓒ国際交流基金
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You have come to Japan for work,
and are going home tomorrow. You
have suddenly become unwell, and
have come to the hospital. Answer the
doctor's questions.

Ⓒ国際交流基金
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ロールカード①
あなたの町に来た日本人の友だちが、
食 料 品を買いに行きたいと言っていま
す。あなたが知っているお店を紹介し、
どんな店か、なぜその店がいいのかな

ロールカード

B1

ど、詳しく説明してください。
Your Japanese friend who is visiting your
home town says that they would like to
go and buy some groceries. Introduce
a shop that you know, including details
about what kind of shop it is, why you
think that shop is a good choice etc.

Ⓒ国際交流基金

資料編

ロールカード②

ロールカード③

日本人の友だちに、あなたの国の有名

あなたの町に来た日本人の友だちが、

な料理について聞かれました。

観光に行きたいと言っています。

どんな料理なのか、どうやって作るの

あなたのおすすめの場所を紹介し、そ

かなど、友達に詳しく説明してください。

こがどんなところか、なぜそこがいい
のかなど、詳しく説明してください。

You have been asked by your Japanese
friend about famous foods from your
country. Explain what kind of food, how
it is made etc. to your friend.

Ⓒ国際交流基金
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Your Japanese friend who has come to
your home town has said that they would
like to go sight-seeing. Recommend
a sight-seeing spot to your friend,
explaining what kind of place it is, why it
would be good to visit etc.

Ⓒ国際交流基金
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ロールカード①
あ な た は 日本語の 先生で、昼休み に 日本人の
同僚とおしゃべりをしています。あなたが働
いている学校では、15年間同じ教科書を使っ
て い ま す が、最近、出版さ れ た 新し い 教科書
が話題になっています。教科書を新しいもの

ロールカード

に変えた方がいいか、今までのものを使い続
けた方がいいか、自分の考えをどちらかに決
めて、理由を示しながら同僚と話してください。

B2

You are a Japanese language teacher talking
with your Japanese colleague at lunchtime. Your
school has been using the same textbook for 15
years, but recently, there’s been a lot of interest
surrounding another newly-published textbook.
Decide whether you think the school should
change to the new book, or keep on using the
old textbook, and then talk about it with your
colleagues explaining the reasons for your decision.
Ⓒ国際交流基金

ロールカード③

あなたは、昼休みに日本人の同僚とおしゃべ

あなたは、昼休みに日本人の同僚とおしゃべりを

りをしています。あなたの職場では、全員が、

しています。最近、社内の連絡をメールで済ま

午前 9時から午後 6時まで働いていますが、他

せ、同僚達とほとんど話さない人が増えていま

の 会社に は、始ま る 時間と 終わ る 時間を 自分

す。 社内の連絡はできるだけ直接話をした方が

で決められる「フレックス制」という制度が

いいか、それともメールを中心にした方がいいか、

あるそうです。今までどおりの働き方がいい

自分の考えをどちらかに決めて、理由を示しな

か、フレックス制がいいか、自分の考えをど

がら同僚と話してください。

資料編

ロールカード②

ちらかに決めて、理由を示しながら同僚と話
してください。
You are talking with your Japanese colleague at
lunch time. At your workplace, everyone works
from 9:00am to 6:00pm, but in other companies,
they have a “flexi-time” system in which you can
choose your own start and finishing time for work.
Decide which system you think is better, and then
talk about it with your colleagues explaining the
reasons for your decision.
Ⓒ国際交流基金
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You are talking with your Japanese colleague
at lunchtime. Recently, more and more people
in your company communicate with each other
by email and don’t talk with each other. Decide
which method of communication you think is
better, and talk about it with your colleagues
explaining the reasons for your decision.

Ⓒ国際交流基金
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ロールカード①
状況 A ：

あなたは日本企業の採用面接を受けています。
こ の 企業で は、社会的な 問題に つ い て 関心を
持ち、幅広い 視点で 解決方法を 考え て い け る

ロールカード

C1

ような人材を求めています。
あ な た は 今、自己紹介や 志望動機な ど に つ い
て話し終えたところです。

課題 ：

面接 の最 後 の1 0 分 間 で、あなたの国 の社会
問題とその影響や背景について聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接
官の質問に答えてください。

Ⓒ国際交流基金

ロールカード②
状況 A ：

ロールカード③
状況 B ：

あなたは日本企業の採用面接を受けています。
こ の 企業で は、社会的な 問題に つ い て 関心を

あなたは大学で、奨学金をもらうための面接を
受けています。

資料編

持ち、幅広い 視点で 解決方法を 考え て い け る

この大学では、社会的な問題について関心を持

ような人材を求めています。

ち、幅広い視点で解決方法を考えていけるよう

あ な た は 今、自己紹介や 志望動機な ど に つ い
て話し終えたところです。

な学生に奨学金を支給したいと考えています。
あなたは今、自己紹介や応募動機などについて
話し終えたところです。

課題 ：

面接の 最後の10分 間で、あ な た の 国の 経済
問題とその影響や背景について聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接
官の質問に答えてください。

課題 ：

面 接の 最 後の10分 間で、あ な た の 国 の 教 育
問題とその影響や背景について聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接
官の質問に答えてください。

Ⓒ国際交流基金
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ロールカード④
状況 B ：

ロールカード⑤
状 況Ａ ：

あなたは大学で、奨学金をもらうための面接
を受けています。

あなたは日本企業の採用面接を受けています。
この企業では、社会的な問題について関心を

この大学では、社会的な問題について関心を

持ち、幅広い視点で解決方法を考えていける

持ち、幅広い視点で解決方法を考えていける

ような人材を求めています。

ような学生に奨学金を支給したいと考えてい
ます。

あなたは今、自己紹介や志望動機などについ
て話し終えたところです。

あなたは今、自己紹介や応募動機などについ
て話し終えたところです。

課題 ：

面接の最後の10分間で、あなたの国の
課題 ：

問題とその影響や背景について

面接の 最後の10分間で、あ な た の 国の 環境
問題とその影響や背景について聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接

聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接
官の質問に答えてください。

官の質問に答えてください。
Ⓒ国際交流基金

ロールカード⑥
状況 B ：

あなたは大学で、奨学金をもらうための面接
を受けています。
この大学では、社会的な問題について関心を

資料編

持ち、幅広い視点で解決方法を考えていける
ような学生に奨学金を支給したいと考えてい
ます。
あなたは今、自己紹介や応募動機などについ
て話し終えたところです。
課題 ：

面接の最後の10分間で、あなたの国の
問題とその影響や背景について

ロールカード⑤⑥について
には個人的な経験を問うものでなく、社会的な視点
を持って語る必要のある社会的な話題を設定する。

聞かれました。
30秒で何について話すかを考えた後で、面接
官の質問に答えてください。
Ⓒ国際交流基金
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ビル ･ エバンス

受験者名

〇

B1②

）

△

B1①

△

B1③

×：全くタスクを達成できない （＝できなかった）

◎

A2①

ロールプレイ記録

△：惜しかったが、タスクを達成したとはいえない（＝できなかった）

○：何とかタスクを達成できた（＝できた）

◎：充分にタスクを達成できた（＝できた）

「タスクが達成できたかどうか」を◎／○／△／×で判定

1:45〜

（記入例）

会話テスト開始時間

テスター名（

判定用記入用紙

資料編
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A２

判 定

B1で説明が分かりにくい、自分で話を続けるのが難しい

メ モ

③

②

①

八百屋や市場などで買い物をするとき、買いたい野菜や

果物などの名前と個数を店員に伝えることができる。

あなたは日本の八百屋で買い物をしています。店の人に、

買いたい野菜や果物の名前、数を言ってください。

何か言うが、答えにならない

A1

ば、ご く 簡単な 質問に 対し て

ば、ご く 簡単な 質問を 理解し

て、答えられる

容易に答えられる

ど何も答えられない

S：はい、そうです。ありがとうございます。

T：いいですよ。どこに運びますか。２階ですか。

S：T さん、すみません。手伝っててください。

T：S さん、大丈夫ですか。

T：大丈夫ですか。一緒に病院に行きましょう。

S：はい。

T：お腹が痛いですか。

S：気持ちが悪いです。

Ｔ：どうしたんですか。

どうもありがとうございます。

T：はい、りんごを一つですね。

S：すみません、りんごを一つください。

T：いらっしゃいませ。

をする。

□ コミュニケーションができるかどうかを見るため、学習者が理解できない場合は、言い換え・繰り返し

□ 学 習者が母 語を使 って単 語を補 った時 は、テスターは「〜のことですか」と日 本語で確 認する。

□ 会話はテスターが開始し、終 了する。

わない）

□ 日本語で簡単なやりとりができるかを見るために、繰り返したり、ゆっくり質問したりする。（母語は使

A1のテスター行動

□ お礼のことば

伝える

Ⓒ国際交流基金

も、ごく簡単な質問にほとん

ゆっくりはっきりと話されて

ゆっくりはっきりと話されれ

ゆっくりはっきりと話されれ

ご く 簡単な 質問を 理解し て、

×

△

〇

ごく簡単な応答ができない

◎

ごく簡単な応答ができる

＜共 同作業中のやりとり＞

対応したりすることができる。

だり、ゆっくりとはっきりと話されれば、頼まれたことに

近くに日本人の同僚が来ました。手伝いを頼んでください。 さい」
「手伝ってください」など、短い簡単な言葉で頼ん

□「助けてください」「手伝ってください」など、用件を

いです」「気持ちが悪いです」など短い言葉で OK

＜情 報交換する＞

あなたは職場で、荷物を運んでいますが、とても重いです。 重いものの移動など人の助けが必要なとき、「助けてくだ

判定の指標

□ どんな状態か
□（特定の箇所）は痛いか、痛くないか
「おなかが痛
＊「どこがどのように痛いか」などは不要。

僚に、そのことを伝えてください。

□ 何がほしいか

として引き出す内容

□ いくつほしいか

想定会話
（Ｔ：テスター、Ｓ：学習者）

タスク達成の手がかり

ることができる。

体の調子が悪いとき、「おなかが痛いです」「気持ちが悪い

です」など、短い簡単な言葉で、ホストファミリーに伝え

あなたは職場で、体の調子が悪くなりました。日本人の同

＜店や公共機関でやりとりをする＞

JF Can-do

ロールカード

いてなら、話も始められ、応答もできる。 ＜ A1 レベルでできる「口頭でのやりとり全般」 CEFR Can-do より＞

簡単な方法でやり取りができるが、ゆっくりとした繰り返し、言い換え、修正に全般的に頼ってコミュニケーションすることになる。簡単な質疑応答はできる。すぐに回答が必要な事柄やごく身近な話題につ

テスター用ガイドライン

③

②

①

な言葉で話し合うことができる。

こうと誘われました。ピクニックに行

□ 何を探しているか

で答えることができる。

病院に 来ま し た。医者の 質問に 答え て

ください。

情報を伝えてタスクが達成でき

る。ただし自分から話を進める

ことはできない。

なく、簡単な言葉で応じ、必要

な情報を伝えてタスクが達成で

きる。簡単な感想・見解もつけ

加えることができる。

A2

相手の簡単な働きかけに、簡単

な言葉や身振りで応じ、必要な

相手の簡単な働きかけに、苦労

○

◎

日 常生活に必要な基本的やりとりができる

判定の指標

などの簡単な質問に対して、短い簡単な言葉

し ま す。急に 体調が 悪く な っ た の で

□ どんな症状か

△

を伝えられず、タスクが達成で

身振りで応じるが、必要な情報

相手の簡単な働きかけに言葉や

きない。

自分から事情説明できるか

クが達成できない。

Ⓒ国際交流基金

必要な情報を伝えられず、タス

でも身振りでも応じられない。

相手の 簡単な 働きか け に言葉

×

Ｔ：じゃあ、特別な薬も出します。マスクをして移動してください。

Ｓ：え、私は明日帰国します。どうしたらいいですか。

一度必ず来てください。

Ｔ：今夜熱がでるかもしれませんね。薬を出しますから、明日はゆっくり休んでください。来週、もう

Ｓ：いいえ。

Ｔ：そうですか。朝ごはんは食べられましたか。

Ｓ：昨日の夜からです。

Ｔ：いつからですか。

Ｓ：おなかが痛いんです。

Ｔ：どうしましたか。

□ Ａ２かどうかの確証が得られたら、会話をできるだけ早く自然に終結させる。

□ スピーチスタイル、敬語使用は評価の対象としない。です・ます体で話しても OK。

S : はい、大きい

T : ああ、大きいですか。

例：S : 横のサイズは良くない

□ 学習者の発話が不明瞭だったり、意味が通りにくい場合は、学習者に確認したり、更に質問したりする。

□ 会話はテスターが開始し、終了する。

そのために学 習 者の発話をできるだけ待つ。

□ テスターからの働きかけに簡単な言葉で答えられるかどうかを見る。

A2のテスター行動

◆「来 週 必ず来るように」などと言われて、

□ いつからか

日 常生活に必要な基本的やりとりができない

< インタビューする／受ける >

ときどきくり返しや説明を求めることができ

れば、病院などで、どこがどのくらい痛いか

あ な た は 仕事で 日本に 来て、明日帰国

＜店や公共機関でやりとりをする＞

Ｓ：そうですか。じゃあ、1週間したらまた来ます。

どと言われて、自分の意思を伝えられる

か（最終的に、買っても買わなくても良い） Ｔ：はい、お待ちしています。

ことができる。

Ｔ：申し訳ございません。今、この色はこのサイズしかないんです。1週間したら、入るんですが。

Ｓ：すみません、この色でもっと小さいサイズがありますか。

Ｔ：いらっしゃいませ。

Ｓ：▲▲駅の前に花屋があります。その前で待っていてください。

Ｔ：▲▲駅は、あまりよく知らないんですが。

Ｓ：11時に▲▲駅の前で会いませんか。

Ｔ：いいですね。じゃあ、何時にどこで会いましょうか。

Ｓ：市民の森に行きましょう。

Ｔ：どこか、いいところがありますか。

人に相談してください。

◆「その色は無いが、一 週 間後に入る」な

□ どんな色がいいか

想定会話
（Ｔ：テスター、Ｓ：学習者）

Ｔ：今度の土曜日、時間があったら、一緒にピクニックに行きませんか。
Ｓ：いいですね。

て質問し、いくつかの簡単な答えを理解する

料 品の他の色やサイズがあるかなどについ

見解が付け加えられるか

ない」などと言われて、自分から情報や

◆ 待ち 合わ せ に 提案し た 場所を「 良く 知ら

□ どこで何時に待ち合わせをするか

□ どこに行くか

（□が二つできた場合は、◆もできるか見る
⇒◆もできたら◎、できなかったら〇）

しかし、サイズが合いません。お店の

デパートなどの店員に、店頭に出ている衣

あなたは今、日本にいます。デパート

で、とてもいい色の服を見つけました。

を決めてださい。

＜インフォーマルな場面でやりとりをする＞

の友だちに、土曜日にピクニックに行

く場所、待ち合わせをする時間と場所

友人と週末サイクリングに行くために、行き

先や待ち合わせ時間などについて、短い簡単

あなたは今、自分の国にいます。日本人

JF Can-do

ロールカード

タスク達成の手がかり
として引き出す内容

身近な日々の事柄について、直接的で簡単な情報交換を必要とする通常の課題ならコミュニケーションできる。＜ A2 レベルでできる「口頭でのやりとり全般」 CEFR Can-do より＞

テスター用ガイドライン

③

②

①

たりすることができる。＜情 報交換＞

食 料品を買いに行きたいと言っていま

す。あなたが知っているお店を紹介し、

けがないと、話し続けられな

いことがある。別の表現で言

い換えて説明ができる。

が無くても、話し続けること

ができる。別の表現で言い換

えて説明ができる。

B1

換えて説明ができない。

働きかけがないと話し続ける

できるが、相手からの働きか

加でき、相手からの働きかけ

言い換えて説明ができない。

ことができない。別の表現で

伝わ ら な い。別の 表現で 言い

伝わる。積 極 的に会話に参加

に伝わる。積 極 的に会話に参

Ⓒ国際交流基金

説明したことが聞き手に全く

説明したことが聞き手にほと

んど伝わらない。相手からの

説明したことが聞き手にほぼ

説明したことが聞き手に充分

×

○

身近な話題で説明ができる

良いのか、など

Ｔ：S さんの国で、有名な料理というと何ですか。

Ｔ：へえ、じゃあ、行ってみようかな。

Ｓ：駅からバスですぐ行けます。それに、みどりもたくさんあるので、ゆっくり散歩もできます。

Ｔ：ここから近いですか。

Ｓ：19世紀の有名な建築家△△が作った、いろいろな像がある公園で、とても綺麗ですよ。

Ｔ：どんな公園ですか。

Ｓ：それなら▲▲にある、〇〇公園がいいと思います。

Ｔ：土曜日か日曜日に観光に行きたいんだけど、どこかいいところってありますか。

Ｔ：じゃあ、今度行ってみようかな。

Ｓ：はい。新宿に★★料理のレストランがあります。とてもおいしいです。

Ｔ：日本でも食べられますか。

ます。これは春と夏によく食べられる料理です。

Ｓ：最初、〜て、それで、〜て、〜て、食べます。★★人は、この料理を一つの皿に入れて、手で食べ

Ｔ：どうやって作るんですか。

Ｓ：○○は★★人にとって特別な料理で、〜から作られます。材料は、〜と、〜と〜です。

Ｔ：○○はどんな料理ですか。

Ｓ：私の国で有名な料理は、○○です。

スピーチスタイル、敬語使用は評価の対象としない。です・ます体で話しても OK。

B1かどうかの確証が得られたら、会話をできるだけ早く、自然に終結させる。

□
□

悪い例：「シュガー」って砂糖のことですね。

良い例：〇〇って、どういう意味ですか。もう少し詳しく説明してください。

□ 学習者の発話が不 明 瞭だったり、意味が通らない時は、学習者に別の表現での言い換えや説明をさせる。

積極的に会話に参加できるかどうかを見るために、学習者の発話をできるだけ待つ。
会話はテスターが開始し、終了する。

□
□

B1のテスター行動

□ 付加情報についての説明ができるか：なぜ

るか、どこにあるか

□ 説明ができるか：どんなところか、何があ

◎

判定の指標

△

＜情 報交換＞

どんなところか、なぜそこがいいのか

てもらえるか

□ 日帰りで観光に行きたいのでお勧めを教え

有名か、他の国の料理と何が違うのか、など

□ 付加情報についての説明ができるか：なぜ

作り方など

□ 説明ができるか：どんな料理か、味、材料、

□ 有名な料理は何か

Ｓ：お店の人は、親切で、ときどきおまけをくれます。私はいつもその店で買ってます。
Ｔ：よさそうですね。今度行って見ようかな。どうもありがとう。

員）など

Ｔ：そうですか。お店の人は、どうですか。

Ｓ：お店は小さいですが、野菜の種類が多いです。それから、とても新鮮です。

Ｔ：へえ、それ、どんな店なんですか。

Ｓ：野菜なら、〇×マーケットの八百屋がいいですよ。

ぜ そ の 店が 良い の か（ 品揃え、店、店

□ 付加 情報についての説明ができるか：な

を売っているか／場所など）

□ 説明ができるか：どんな店か（どんなもの

るか

Ｔ：Ｓさん、私、野菜を買いたいんだけど、どこの店がいいですか。

として引き出す内容
□ 食品（例：果物）を買える場所を知ってい

想定会話
（Ｔ：テスター、Ｓ：学習者）

タスク達成の手がかり

身近な話題で説明ができない

ことができる。

たのおすすめの場所を紹介し、そこが

など、詳しく説明してください。

の詳しい情報を、質問したり、答えたりする

＜情 報交換＞

友達に詳しく説明してください。

旅行中に会った人に、お勧めの場所や店など

ることができる。

料理なのか、どうやって作るのかなど、

観光に行きたいと言っています。あな

しい情報を、友人に質問したり、答えたりす

料理に つ い て 聞か れ ま し た。ど ん な

あなたの町に来た日本人の友だちが、

郷土料理について、特徴や店の評判などの詳

日本人の 友達に、あ な た の 国の 有名な

ど、詳しく説明してください。

どんな店か、なぜその店がいいのかな

近所の歯医者について、対応の仕方や技術な

どの詳しい評判を、友人に質問したり、答え

あなたの町に来た日本人の友だちが、

JF Can-do

ロールカード

身近で個人的関心のある事柄、または日常生活に関連する話題について、個人的な意見を表明したり、情報を交換したりできる。＜ B1レベルでできる「口頭でのやりとり全般」 CEFR Can-do より＞

テスター用ガイドライン

③

②

①

電気を使う時間が長くなる、など
②テスターが「フレックス」派：

反対する。
①テスターが「フレックスにしない」派：
時間管理が難しくなる、
皆が揃って会議をするのが難しくなる、

★学習者か ら の 提案に、２ −３ の 視点か ら 強く

にくい、
教師が教え方を変えていく必要がある、
学習者のニーズに答えたほうがいい、など

変更するとお金がかかる、
古い教科書でも充分教えることができる、など
②テスターが「教科書変える」派：
古い教材はコミュニケーションの目的が分かり

みるが、根拠がはっきり伝わらないため、

し何とか意見を補強できる。

B2

補強したりして説得力ある主張を維持できる。

てて意見を述べたり、仮説を立てて意見を

べたり、積極的に新たな論点を示し筋道立

が示されれば、それに対しての反論を試

して自分から積極的に新たな論点を示

主張を維持できない。

がはっきりと伝わらない。相手から論点

述べることができる。相手の反論に対

複 数述べることが で きる。相手の 反論に

対して理解を示しながらも自分の解釈を述

ない。

Ⓒ国際交流基金

何とか述べられても、そ の 根拠は言え

意見や 提案を述べられない。あるいは、

意見や提案を述べられるが、そ の 根拠

意見や提案と、その根拠をはっきりと

意見や 提案と、そ の 根拠を、はっきりと

×

意見とその根拠が言えない

T：最近、社内の連絡にもメールを使う人が増えてますね。どう思いますか。
S：とても便利だと思います。
T：どうして。
S：一 生 懸 命仕事をしている人を邪魔しないで、その人が都合がいいときに連絡
がとれますよね。それに、記録が残るので、後で確認するときにとても助か
ります。
T：記録が残るというのは、確かにそうなんだけど、でも一言質問すれば、すぐ
にやりとりできそうなことまでメールで済ませるのって、どうなんでしょう。
実際に話せば、相手が考えていることが良くわかることって、多いですよね。
ちょっと話しかけたぐらいで、邪魔になることって、無いと思うんですけど。
S：そうですね。でもすごく仕事が多いときなどは、メールがとても助かりますよ。
自分で答えたいときに書けばいいですから。それに、話すことが苦手な人も
いますよね。
T：そうかなあ。

T：〜さん、フレックス制ってどう思いますか。
S：あまりよくないと思います。
T：どうしてですか。たくさんの会社が採用していますよ。
S：フレックスを使うと、皆で集まって会議をする時間が決めにくくなって困る
と思います。それに、電気の節約にならないと思います。
T：そんなことないと思うなあ。例えば10時から4時までは必ず職場に居なけれ
ばいけない時間、という風に決めれば、その時間に会議ができるでしょう。
電気のことは、本当なんですか。
S：本当ですよ。フレックスにすれば、会社に人がいる時間が長くなりますよね。
朝早く来る人がいるし、夜遅くまでいる人もいますから。
T：そうか…。でも、同じ時間に始まって、同じ時間に終わる、というのは仲間
意識を強くしていると思うけど、ばらばらの出勤時間になると、同僚同士のコ
ミュニケーションが少なくなりますよね。
S：長く一緒にいるから、コミュニケーションが取れる、というのはちょっと
間違っていると思います。今はメールもあるし、必要なことは連絡する方法
があるから、大丈夫だと思うんですけど。
T：なるほど…。一度皆で話し合ってみましょうか。

□ B2かどうかの確証が得られたら、相手に同調するなど、議論に決着を付けて会話をできるだけ早く自然に終結させる。

述べるだけになるおそれがある。

□ 学習者が出した意見・論点に対して反論する。テスターから新たな論点を提示すると、その論点に対する意見を学習者が

□ スピーチスタイル、敬語使用は評価の対象としない。です・ます体で話しても OK。

□ 会話はテスターから開始する。

□ Ｂ２レベルのロールプレイをはじめる時に「自分の意見と理由が言えるかどうかを見ます。」などと、何を測るのかを伝える。

「どちらの考えに賛成しますか。
」「わかりました。その考えを話してください。では、始めます。」

□ 各ロールプレイ開始前に、学習者の立場を確認する。

B2のテスター行動

T：最近、社内の連絡にもメールを使う人が増えてますね。どう思いますか。
S：社内連絡までメールを使うのはよくないと思います。
T：どうして。
S： 直 接 話をしないで、なんでもメールで連絡して全然話をしない、コミュニケーショ
ンしない、っていうのはちょっと問題じゃないでしょうか。
T：最近はそういう人、増えてますね。記録に残るし、一生懸命仕事をしている人を
邪魔しないし。
S：そういうこともありますけど、メールだと、その人が本当に思っていることが伝
わらなかったり、直接話せばすぐに済むことなのに、時間がかかったりしませんか。
T：そうですね。話すより書く方が得意な人もいるから。若い人たちは、小さいとき
からインターネットに親しんでいるからかな。
S：そうかもしれませんね。でも一緒に仕事をしていく仲間だから、相手の様子を見
て直接話をすると、お互いに理解し合えて、仕事も楽しくできると思うんですよ。
T：そうですね、もっと直接話すことも必要かもしれませんね。

T：〜さん、フレックス制ってどう思いますか。
S：いいと思います。うちの職場もフレックス制を導入したらいいなと思いませんか。
T：そうですか。 フレックス制にしても、私たちの仕事が楽になるとは思えないけど。
S：朝早くから出勤して、早めに夜は家に帰りたい人もいるし、逆にゆっくり出勤
して、夜は遅くまで働くほうがいい人もいますよね。個人の事情に合わせて働け
る制度だと、助かる人が多いと思うんですけど。
T：んー、でも時間管理をする人は大変になるし、皆で集まる必要がある時になかな
か会議が設定できなくなるんじゃないかな。
S：そんなことないですよ。フレックス制でも朝 10時から4時までは全員職場に居
なければならない、と決めれば問題ないと思います。
T：そうですね、一度皆で話し合ってみましょうか。

T：最近、新しい日本語の教科書が出ましたね。あの教科書どう思いますか。
S：ああ、新しくていいと思いますけど、やっぱり私は、「◆◆◆」が私達の学校
には合っていると思います。
T：えー、どうして。
S：
「◆◆◆」は、文型をゆっくり勉強したい学習者にとって、とても分かりやす
いです。それに、副教材もとても多いですから、教師は楽ですよね。
T：でも「◆◆◆」は、コミュニケーションの目的が分かりにくくて、何のため
に日本語を勉強しているか分からなくなっていますよね。
S：確かにそうかもしれないですけど、初級のうちは、基礎的な知識を学習者に
教えたほうがいいと思います。コミュニケーションの目的は、学習が進んで
からはっきりさせてもいいと思います。 ・・・・

想定会話②テスターが・・・
「教科書変える」
、「フレックスにする」、「直接会話」派

想定会話①テスターが・・・

Can-do より＞

「教科書変えない」
、
「フレックスにしない」、「メール」派
T：最近、新しい日本語の教科書が出ましたね。あの教科書どう思いますか。
S：いいと思います。この学校、「◆◆◆」をもう15年も使っていますよね。そろそ
ろ変更したらどうかと…。
T：えー、そうかな。みんなも慣れているし、副教材もそろっていて使いやすいし、
特に問題ないんじゃないですか。
S：でも、「◆◆◆」はコミュニケーションの目的が分かりにくいです。文型が中心
になっていますね。
T：でも変更すると、プリントも全部つくりなおさなければならないし、大変ですよ。
S：そうですね。変えるのは最初は大変だと思います。でも、何のために、この文型
を使うのか、文型を使って何ができるようになるのか、を考えることが大事じゃ
ないですか。 ・・・・

△

○

意見とその根拠が言える

誤解が少ない、
話したほうが時間がかからない、など

一度に多くの人に連絡できる、など
②テスターが「直接会話」派：
直接話すと、よく分かり合える、
細かいことまですぐに話し合える、

相手を邪魔しないからいい、
話すのが苦手な人もいる、
遠方とのやりとりが簡単、

メールは記録が残るので良い、

①テスターが「メール」派：

◎

判定の指標

に決めて、理由を示しながら同僚と話
してください。

がいいか、それともメールを中心にし
た方がいいか、自分の考えをどちらか

んど話さない人が増えています。社内
の連絡はできるだけ直接話をした方

を示しながら同僚と話してください。

★学習者か ら の 提案に、２ −３ の 視点か ら 強く
反対する。

ができるか

テ ス タ ー の 意見に 対す る
反論や 別の 視点か ら の 提案

①テスターが「教科書変えない」派：
同僚は皆教科書に慣れている、

反対する。

★学習者か ら の 提案に、２ −３ の 視点か ら 強く

あなたは、昼休みに日本人の同僚とお
しゃべりをしています。最近、社内の
連絡をメールで済ませ、同僚達とほと

□

□ その理由、根拠が言えるか

言えるか

現 状に 対す る 考 えや、新た
な 提 案な ど、自 分の 意 見が

テスター側の論拠

個人の生活スタイルに合わせた時間帯で働ける
方がいい、
海外とのやりとりが多い人には時間に合わせた
働き方ができる、
何かあったとき24時間対応ができる、など

え を 述べ、相手の 意見に 的確に
対応することができる。
＜インフォーマルな場面でやり
とりする＞

□

として引き出す内容

タスク達成の手がかり

方がいいか、フレックス制がいいか、
自分の考えをどちらかに決めて、理由

められる「フレックス制」という制度
があるそうです。今までどおりの働き

まで働いていますが、他の会社には、
始まる 時間と 終わ る 時間を 自分で 決

あなたは、昼休みに日本人の同僚とお
しゃべりをしています。あなたの職場
では、全員が、午前９時から午後６時

ださい。

いいか、自分の考えをどちらかに決め
て、理由を示しながら同僚と話してく

になっています。
教科書を新しいものに変えた方がいい
か、今までのものを使い続けた方が

を変更するなどの提案をすると
き、論拠を 示し な が ら 自分の 考

学校などの職場で、休憩時間など
に、同僚に、今使っている教科書

あ な た は 日本語の 先生で、昼休み に
日本人の同僚とおしゃべりをしてい
ます。あなたが働いている学校では、

15年間同じ教科書を使っていますが、
最近、出版された新しい教科書が話題

JF Can-do

ロールカード

個人的に重要なできごとや経験を強調して、関連説明をし、根拠を示して自分の見方をはっきりと説明し、主張・維持できる。＜ B2レベルでできる「口頭でのやりとり全般」 CEFR

テスター用ガイドライン

テスター用ガイドライン

二回目
□

□

□

Ⅲ
Ⅱでやり取りした内容について、
更に掘り下げた質問や別の視点
からの質問をされたとき、それ
までの議論と関連づけて、自分
の見解を、補強したり修正した
りしながら筋道立てて詳細に述
べ、議論を続けることができるか。

Ⅱ
問題を解決するための取り組み
を、Ⅰで説明したことと関連づ
けて具体的に提案し、その効果
が説明できるか。
提案ができない場合は、その理
由が説明できるか。

Ⅰ
問題の 具体的内容を 社会的な 影
響や背景と関連づけて流暢に筋
道立てて詳細に説明できるか。

タスク達成の手がかり
として引き出す内容

今、○○さんの国の新聞や雑誌、ニュースなどで大きく取り上げられている社会（教育／経済／環境）／○○問題には、どのようなものがあるでしょうか。
まずは３分ぐらいで簡潔に内容を教えてください。私は○○（国名）についてあまり詳しくないので、一般的な事情も含めて教えていただけますか。

例： 私の国では、ごみの分別が行われないことが社会問題になっています。

では、今おっしゃった問題を解決するために、今後、社会はどのような制度を整備すべきだと思いますか。
またそれがどのような効果をもたらすと思いますか。

どうしてそのような問題が注目されるようになってきたのでしょうか。そこにはどのような社会的背景があるんですか。

社会的な背景について詳しく説明させる

分別が行われないことがなぜ問題なのか、社会的にどんな影響があるのか、もう少し詳しく説明していただけませんか。

社会的な影響について詳しく説明させる

例：
（Ⅱの提案で）ごみ問題を解決するには、社会を循環型社会に変えていく
ことが必要なのではないかと思います。

資源の大量消費についても問題になっていると思うんですが、それについてはどうお考えですか。

別の視点からの見解を求める

さきほど、
「企業に対する指導を強化する」とおっしゃいましたが、具体的にはどういうことでしょうか。

提案に対する具体的な方策を問う

社会的な問題を詳細に筋道立てて説明
できない。

社会的な問題を詳細に説明できるが、
社会的な影響や背景と関連づけて筋道
立てて説明できない。
相手からの 助け 舟が な いと議論を続
けることができない。

社会的な 問題の 具体的内容を 社会的
な 影響や 背景と 関連づ け て、流暢に
筋道立てて詳細に説明できる。
相手からの質問やコメントに、面接
に合った言葉遣いで積極的に対応し、
議論を何とか 深めたり広げたりする
ことができる。

社会的な 問題の 具体的内容を 社会的
な影響や背景と関連づけて、常に自然
で流暢に筋道立てて詳細に説明できる。
相手からの質問やコメントに、面接に
合った言葉遣いで積極的に対応し、議
論を複数の視点から自在に深めたり広
げたりすることができる。

Ⓒ国際交流基金

×

□ ロールプレイの所要時間は約 10分。ロールプレイ開始前に、何について話すかを考える時間を30秒程度与える。
□ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの内容を全て順番に引き出し、バランスよく時間を配分するが、判定の確証が得られたら、できるだけ早く
自然に終結させる。
□ ロールプレイ開始後約 10分経過したら、全て終わっていなくても「そろそろ時間ですので、これで面接を終わります。今
日はありがとうございました。」と言ってロールプレイを終了させる。
□ 社会問題の内容がテスターの既有知識で理解できても、説明が不明瞭な点は、質問をして詳しい説明を引き出す。
□ 答えが長かったり、質問とずれたり、話の筋道がわかりにくい場合は、○の判定の確証を得るために、自分で話を再構成
して説明できるかを確かめる。
□ テスターからの助け舟（言葉を補う、論点を整理する、受験者の主張を要約する）は出さない。

C1のテスター行動

では、そろそろ時間がきたので、これで面接を終わります。結果は、1週間後にお知らせいたします。本日はどうもありがとうございました。

やりとりを通してⅠ、Ⅱ、Ⅲの内容を順番に引き出し、判定についての確証が得られたら、できるだけ早く自然に終結させる。

その他、Ⅱの提案に反論し見解を述べさせる、関連する事柄についての説明を求める、など

質問例②

質問例①

例：ごみ問題を解決するには、できるだけごみを分別する
ように気をつけるべきだと思います。

今、提案してくださった解決策は、先ほど説明してくださった問題の社会的な影響や背景と、どのようなつながりがありますか。

提案の内容と社会的な影響や背景との関連についての説明を求める

Ⅰ、Ⅱの内容によって質問を設定する。下記は一例。

質問 c

こんなときどうする？ 提案された取り組みがⅠで説明したことと関連づけられていない場合

質問 b

質問 a

こんなときどうする？ その問題の社会的な影響や背景の説明が足りない場合

△

C1

会話の進め方

今日の面接では、〜さんのこれまでの経験や志望動機について、いろいろなお話をお聞かせいただき、どうもありがとうございました。わが社では、社会
的な問題について関心を持ち広い視野でそれを見つめ、解決方法を考えていけるような人材を求めています。そこで、残りの10分ぐらいで、最後に〜さん
の国の○○問題について質問したいと思います。

30秒程度、考える時間をとった後、ロールプレイを開始する。

○

社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで
流暢に明快にやりとりができない

企業の 採用面接な ど で、社会
問題と、それについての見解
を問われたとき、幅広い視点
から流暢に明快に答えること
が で き る。相手の 対抗的な 質
問や別の角度からの質問にも
的確に対応することができる。
< インタビューする / 受ける＞

JF Can-do

◎

社会的な話題を扱ったフォーマルなインタビューで
流暢に明快にやりとりができる

判定の指標

状況Ｂ：
あなたは大学で、奨学金をもらうための面接を受けてい
ます。
この 大学では、社会的な問題について関心を持ち、幅
広い視点で解決方法を考えていけるような学生に奨学金
を支給したいと考えています。
あなたは今、自己紹介や応募動機などについて話し終え
たところです。
課題：
面接の最後の10分間で、あなたの国の教育問題とその
影響や背景について聞かれました。30秒で何について
話すかを考えた後で、面接官の質問に答えてください。

【ロールカード③の場合】

ロールカード②〜⑥から選ぶ。

2回目以降は1回目で話した話題と重ならないものを

状況Ａ：
あなたは日本企業の採用面接を受けています。
この 企業では、社会的な問題について関心を持ち、幅
広い視点で解決方法を考えていけるような人材を求めて
います。
あなたは今、自己紹介や志望動機などについて話し終え
たところです。
課題：
面接の最後の10分間で、あなたの国の社会問題とその
影響や背景について聞かれました。30秒で何について
話すかを考えた後で、面接官の質問に答えてください。

１回目はロールカード①を選ぶ

ロールカード

ほとんど努力する必要がないくらい、らくらくと流暢に、自然に言いたいことを表現できる。幅の広い語彙が使いこなせ、間接的な表現を使って即座に対話の隙間を埋めることができる。
＜ C1レベルでできる「口頭でのやりとり全般」CEFR Can-do より＞

一回目

JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト
テスター用マニュアル
2014 年 7月

暫定版

発行

2014 年 10月

初版第一刷

2016 年 3月

第二版第一刷

2017 年 2月

第二版第一刷改訂版

発行
発行

【編著・発行】

独立行政法人国際交流基金（ジャパンファウンデーション）

【開

磯村一弘、押尾和美、長坂水晶、藤長かおる、

発】

松井孝浩（日本語国際センター専任講師）
、関崎友愛（日本語国際センター元専任講師）
【担

当】

国際交流基金
〒 330-0074

日本語国際センター

教材開発チーム

埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-36

TEL：048-834-1183

FAX：048-831-7846

● JF 日本語教育スタンダードに関するその他詳しい情報は、ウェブサイト < http://jfstandard.jp >
をご覧ください。
● 『JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト テスター用マニュアル』に対するご意見
やご質問は、< jfstandard@jpf.go.jp > にご連絡ください。

©2014-2017 The Japan Foundation
『JF 日本語教育スタンダード準拠 ロールプレイテスト テスター用マニュアル』の著作権は、

独立行政法人国際交流基金が所有しています。

