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◆ （財）北海道国際交流センター日本語日本文化講座夏季セミナー25 周年記念・ 

日本語プロフィシェンシー研究会国際シンポジウム 議事録 

テーマ：生活日本語とプロフィシェンシー 

日時：2010 年 7 月 16 日（金）～7 月 18 日（日） 

場所：函館国際ホテル 

 

プログラム：  

7 月 16 日（金） ＜前夜祭＞ 

シンポジウムテーマ 「外国語習得とホームステイ」 

18：00～20：00 講演：カルマノ ミカエル氏（南山大学学長） 

パネリスト：日本語日本文化講座夏期セミナー卒業生 3 名 

7 月 17 日（土） 

10:00～12:00 基調講演「対話とは何か‐新しい時代に要求されるコミュニケーション

能力‐」（大阪大学教授、劇作家、演出家、内閣官房参与 平田オリザ氏） 

13:30～16:00： パネル「生活日本語とプロフィシェンシー」 
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「ホームステイ ー 言語文化学習者にとってのパフォーマンストレーニング」  

（University of Findlay, Ohio, USA  川村宏明氏） 

「プロフィシェンシーと評価―その多様性に挑む?」（東京外国語大学 伊東祐郎氏） 

「定住外国人の言語生活を支えるプロフィシェンシー～地域縦断調査のデータから  

みえてきたこと～」（国立国語研究所野山 広氏） 

「ＯＰＩの可能性と限界を再考する―多様な日本語使用者のためのＯＰＩとは―」 

（イーストウエスト日本語学校嶋田和子氏） 

16:30～18:00 プロフィシェンシーワークショップ 

(1)プロフィシェンシーのためのスピーキング  講師：川口義一氏（早稲田大学） 

(2)プロフィシェンシーのためのリスニング   講師：松崎寛氏（広島大学） 

(3)プロフィシェンシーのためのリーディング  講師：ボイクマン総子氏（筑波大 

学＜非常勤＞） 

(4)プロフィシェンシーのためのライティング  講師：由井紀久子氏（京都外国語 

大学） 

19:00～ 函館（箱館）山にて東洋一の夜景を楽しみながらの懇親会 

 

7 月 18 日（日） 

9:30～11:00：別室にて同時進行 

OPI ファミリアライゼーション（牧野成一トレーナー） 

OPI リフレッシャーワークショップ*(渡辺素和子トレーナー  ACTFL より派遣) 

11:15～12:15 招待発表  

(1)「移住者に求められるプロフィシェンシー考 ―ドイツ、韓国、台湾の調査から

見えたこと―」（松岡洋子氏 岩手大学） 

(2)「自律と協働 ―笑顔と達成感をめざして」（齊藤あづさ氏、他 HIF 講師一同） 

13:30～16:30 研究発表、ポスターセッション 

16:40～ 閉会式  
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◆前夜祭 パネルトークと講演 「新しい道を拓く異文化との出会い」 

＜第 1 部＞ パネルトーク 「函館での 2 ヶ月と今の私」 

パネリスト：日本語日本文化講座夏期セミナー卒業生 3 名（1 期生 1 名、7 期生 2 名） 

 パネリスト 3 名が壇上に上がり、司会者からの質問に答えていく形でトークが展開され

た。3 名とも、上記夏期セミナー修了後もずっと日本や日本語に関わる仕事をしている。そ

れぞれ、フレーバー日本茶の輸出販売と東京での店舗経営、設計事務所勤務（東京支店）、

カナダの大学助教授（日本語）である。 

 司会者からはパネリストに向けて、久々に訪れた函館の変化、ホームステイ 2 ヶ月間の

思い出、セミナーについて、そして、このトークのテーマでもある「異文化との出会いか

ら、どう新しい道が拓けるか」について質問がなされ、3 名は非常に流暢な日本語でユーモ

アを交えながら答えていた。 

 パネリストからの特に印象に残った話は、「異文化交流はもっとやるべき。可能性が広が

り、世界を広く見ることができる。そして、戦争がもっと少なくなってくる。」「異文化交

流の経験をした人がビジネスの場面でも受け入れられやすい。」「自分と考え方の違う人と

どう話すかを学べ、『日本人はこうだ』というステレオタイプをなくすことができる」とい

うものだった。また、ホームステイについて、「日本の家族とはずっとつきあいが続いてい

る。教室よりもホームステイの家族と話すことが何より日本語の習得に役立った。」という

意見もあり、教室の外での人との関わりの中で学ぶことの重要さを改めて感じさせられた。 

 

＜第 2 部＞ 講演 「外国語習得と国際理解、40 年の旅を振り返って」 

講師：ミカエル・カルマノ氏（神父、南山大学学長） 

 テーマの外国語習得と国際理解について、カルマノ氏自身の日本留学、日本滞在の経験

を交えながら話が進められた。その中で、カルマノ氏の最も言いたいことは、「言葉の違い

を超えて見出す、人との共通点。同じ言葉を使って見つける、人それぞれの違い。ホーム

ステイの体験こそ、そのための最適の学び場になればと期待している。」というものだった。

また、「ホームステイは決して外国語を効率的に学ぶための手段ではなく、結果的に学ぶ学

びの場であり、それが本当の国際理解につながる」とも述べた。 

（報告：杉本香） 
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◆基調講演「対話とは何か～新しい時代に要求されるコミュニケーション能力～」 

講師：平田オリザ氏（大阪大学） 

鎌田会長による開会のあいさつに続き、北海道国際交流協会代表理事・山崎文雄氏より

平田オリザ先生のご紹介があった。「オリザ」というお名前はラテン語の「イネ」の意味で

あるというこぼれ話もあった。 

平田先生の所属する、大阪大学では近年コミュニケーション力を重視しており、博士課

程に進学する者はすべて演劇が必修になる予定とのことである。第 2 言語である日本語に

よるコミュニケーションを教える私たちにとっても、演劇の考え方が非常に有効である。 

演劇では、同情（シンパシー）から共感（エンパシー）へ移すことによって、台詞を言

う場合、自分ならどんな気持ちになるかを考えながら練習すれば台詞がうまくいくという。

これは言語教育においても同様であろう。 

今回のテーマである「対話」が「会話」とは異なるということに、参加者はみな納得し

たようであった。演劇では対話を重視するのであるが、価値観の違う人同士が向かい合っ

て情報交換などの話をすることが対話である。一方、会話は、複数の人が似たような習慣・

価値観でおしゃべりすることである。実は対話は冗長率が高いのであるが、対話である演

劇の台本を日本語教育に利用できることを示された。 

日本でも大学院に進学すれば留学生も多いし、東京都で生まれる子どもの１割は親のど

ちらかが外国人である。そのような多文化の文脈では言葉なしに「察する」ことはできな

くなってきている。同時に、若い人のライフスタイルが多様になり、世代間のコミュニケ

ーションも難しくなっている。対話はますます重要になるであろう。 

平田先生がカナダの大学で行った授業で、日本語学科の学生も演劇科の学生もうまくで

きなかったものが１対ｎ人の会話だという。１つの論理的な文を二人以上が話すという構

文は英語にはない。このように話しことばは、書きことばに比べて「個性」が強く表れる

ものである。高校生にとって、電車でたまたま向かい合わせに座った人に問いかける「旅

行ですか」は、使うことのないことばであり、イメージもわかないし、コンテクストが理

解できない。だから練習してもうまくできないものである。しかしながら、コンテクスト

を理解してことばを返すのが「いいコミュニケーション」である。 

たとえば医療現場では「胸が痛いんです」といった患者に対し、治療の効果をくどくど

説明するより、「胸が痛いんですね」というようにオウム返しして、その患者に向き合って

いることを示す看護師がいい看護師である。ところが、ロボットにはコンテクストを理解

する能力はないので、少なくとも今世紀中は子育て、教育、看護は人間がする必要がある。

社会的弱者ほどコンテクストを利用して気持ちを伝えようとするものである。 

ところでコミュニケーション不全というものは、コミュニケーション能力が足りないこ

とが原因ではなく、なんらかの原因でコンテクスト理解を妨げられることによって起こる

ものである。台詞（ことば）を発するのが難しいとすれば、発しやすいような雰囲気にす

ることのほうが重要である。 

西洋式の演劇では自然な日本語にはならないのと同様、日本語の教科書の不自然に思わ

れる文の原因は語順にある場合が多いという。平田先生が長年演劇で実践してきたことが

実は、牧野先生の『くりかえしの文法』の内容と同じであったことを後に知ったとのお話
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であった。 

芸術（演劇）教育をコミュニケーション能力養成のために用いることもできるし、学び

の動機づけにも演劇を用いることができる。学力低下は興味を持たないことによって起こ

っているといえるが、国語の授業に限らず、演劇をさせると全員が参加するものである。

参加することによって、学びへの動機づけが起こるのである。 

たくさんの例示とともに非常に分かりやすい解説で、すべての聴衆が平田先生の世界に

すっかり引き込まれた基調講演であった。 

（報告：稲熊美保） 

 

 

 

◆パネルディスカッション 「生活日本語とプロフィシェンシー」 

パネル１：「ホームステイ―言語文化学習者にとってのパフォーマンストレーニング」 

パネリスト：川村宏明氏（米国オハイオ州フィンドレー大学） 

川村氏は、留学を言語文化学習のためのフィールドワークとして捉え、居住環境をホームステ

イかその他を選ぶかで、学習内容に違いが出てくるとしている。本発表では、学習者がホームス

テイの性質と自分自身をよく理解すること、観察能力を高める訓練を行うこと、といった留学前の

オリエンテーション活動が、ホームステイを効果的に行うために必要だという提言がなされた。ま

た、ホームステイに向けての準備、そしてホームステイの経験こそがプロフィシェンシーを高めるこ

とにつながるとしている。 

ホームステイは、面倒見のよい小さな社会集団で、学習者が対象社会へただちに参加す

ることを可能にする。そんなホームステイ環境の特性は、ウチ／ソトの概念に集約される。学習

者はソト（お客さん）であり、かつウチ（家族の一員）となる。そして、それぞれに求められ

るパフォーマンスがあり、それに対するトレーニングが可能である。また、ホームステイをうまく活

かすには、学習者自身が留学の目的や自分に合った生活のスタイルなどをよく理解しておくこと

が必要になる。そして、ホームステイ中にその家庭の不文律のルール（家族の常識）を察知できる

ようにするために、観察能力を高める訓練も必要である。 

このようにきめ細かいトレーニングを行うことで、言語文化学習に、より効果的なホームステイ

が可能になるだろう。 

 

 

パネル２：「プロフィシェンシーと評価―その多様性に挑む」 

パネリスト：伊東祐郎氏（東京外国語大学） 

 まず、外国人児童生徒と日本人児童生徒へのインタビューを実施し日本語の運用力を比

べたときに、「これは何ですか」という問いに対し、前者は「本です」と答え、後者は「本」

などと単語のみの応答であった例を引き合いに、日本語力の測定や判定の仕方への問題が

提起された。 

 次に言語テストの条件として、信頼性と妥当性について説明があった。そして、大学で

行われた読解の到達度テスト（目標に対してどうだったか測定）と熟達度テスト（現在保
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持している日本語力を測定）を例に、それぞれの得点分布に違いが表れたが、それらの得

点をどう解釈し、２つのテストが測定していたものは何だったのかという疑問が投げかけ

られた。 

 テスト開発に際して最も注意すべきこととして、言語能力を構成しない個人的特性や、

受験者の一時的な状態や環境などのランダムな要因を最小限に抑えようと努力すること

（信頼性の確保）、その上で、テスト得点から可能となる言語能力の推論の適切性、有意味

性、有用性を証明すること（妥当性の確保）が示された。そのためには、プロフィシェン

シーと言語テストにかかわる実証的研究が不可欠である。 

 最後に、プロフィシェンシー研究会へと変わったことをきっかけに、プロフィシェンシ

ーがどういうものであるかをもっと把握し、研究しないといけない、と提言がなされた。 

 

 

パネリスト３：「定住外国人の言語生活を支えるプロフィシェンシー～地域縦断調査

のデータから見えてきたこと」 

パネリスト：野山広氏（国立国語研究所） 

地域における OPI 縦断調査には、「対話」におけるランダムをプログラミングすること、

夢を語り合うことの要素が非常に重要であるという話から始まった。CEFR ではたとえば、

ドイツで移民に B1 レベルのドイツ語能力を要求しているが、Can-do-statement では「夢を

語れる」レベルである。我々は移民定住者や子どもの言語発達に対して大きな責任を負っ

ているが、学習者の言語生活の状況について把握して動くことが、学習権、人権を擁護す

ることになる。縦断調査では「2 回目」があり、OPI が「久しぶりですね」から始まる「対

話」テストとなり、学習意欲を高める役割もある。縦断調査プロジェクトでは現場の声を

くみ上げつつ、問題や課題の解決に向けて、より適した学習指導法案や解決のもととなる

リソース、素材の開発等、Welfare Linguistics となるものである。ホームステイのように

短期間ではなく、一生住むことになる地域での日本語能力を測定することなのであり、地

域で収集したデータを研究に大いに活用してほしいということであった。 

併せて、地域における教室の実際の姿、たとえば、子どもも交じって学ぶ夜の学習、教

室外のイベントを通じて学べることがら、居心地のよさによる効果等の紹介もあった。 

同情から共感へ、同一性から共有へ、OPI の枠組みが貢献できることは大きく、会話テ

ストから対話テストへとなることによって、言語環境づくりができるという。年間の行事

を通したファシリテーションをすることによって、必然性のある場面が作り出せるし、地

域の一員として認知され、対話・交流、貢献ができるような人を育てていくことが最終的

な目標であるという話であった。 

 

 

パネリスト４：「OPI の可能性と限界を再考する―多様な日本語使用者のための OPI

―」 

パネリスト：嶋田和子氏（イーストウエスト日本語学校） 

まず、OPI の様々な活用法として、定住外国人への活用を考えたり、テスト以外に特に
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教師力アップに使うことができるという点を強調したい。常に自分のインタビューを聞き、

振り返り、気づきの機会が多い。質問力と聴く力がアップできる。例えば、質問をきちん

と完結させているか、受け答えで最後まで聴いているかなどを見直す必要がある。 

次に、OPI には文化が捨象される、最大 30 分かかる、OPI は汎言語的であることから、

日本語に特有な点が充分生かされていない等の問題点がある。例えば、超級の敬語と砕け

た言い方に関する「特別条件」について調査を行ってみたところ、敬語を問うことは必須

条件であると思うが、今のままでよいのか疑問である、ロールプレイは見直す必要がある

といった意見が見られた。砕けた言い方が必要と答えた人にも、さまざまな意見があり、

今後テスター間でのますますの話し合いが必要である。 

最後に、「新たな試験開発」の必要性が提案され、15 分での OPI 方式のテストである JOPT

試案（Japanese Oral Proficiency Test）が紹介された。それは、実施目的によっては実

用性の観点からより簡略化された試験が求められるからである。また、試験開発によって、

教師教育への波及効果が期待できるし、プロフィシェンシー重視の教育へ目を向ける機会

となる。 

インタビュー技術の向上を目指し、質問力に目を向け、自分の／他人の OPI をどんどん

聞いてともに学んでいこうとの提言であった。 

＜質疑応答＞ 

鎌田会長、牧野先生からの質問を受け、各パネリストの発言がさらに掘り下げられた。

また、これまでの OPI に限った枠組みではあまり語ることができなかったホームステイに

関しても質疑が活発に出され、新副会長がパネリストの半数以上を占めたことによって、

日本語プロフィシェンシー研究会の船出にふさわしいディスカッションになったといえる。 

 

（報告：杉本香(パネル 1、2)、稲熊美保（パネル 3、4）） 
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◆プロフィシェンシーワークショップ 報告 

（１）プロフィシエンシーのためのスピーキング 

講師：川口義一氏（早稲田大学大学院日本語教育研究科） 

33 人の参加者のもと、短時間ながら非常に密度の濃いワークショップ（以下 WS）だった。 

川口氏はまず、「プロフィシエンシー」とは現実の言語使用場面における運用能力を示す

ものであるとした上で、プロフィシエンシーを伸ばすための表現活動のあり方を分かりや

すい事例を通して紹介してくださった。 

川口氏は、スピーキングにおける表現機能類型を「働きかける表現」（相手に働きかけて、

回答や反応や行為を引き出し、特定の人物のための情報収集や関係性の確認や利益の実現

を目指す機能。例えば、質問、あいさつ、依頼、許可求め、相手の行為を引き出すための

申し出や誘いなど）と「語る表現」（特定の人物・事物・事態などについて語り、相手にそ

の内容についての理解要請を行う機能。例えば、講演、天気予報、スピーチ、ディベート・

おしゃべりなど）の２つに分けており、本 WS でも事例を「働きかける表現」と「語る表現」

のものに分類し、それらを指導する際に陥りやすい問題点が指摘された。その指摘は一貫

して、１）「誰が・誰に向かって・何のために」（文脈化）を考えての指導か、２）「常に「自

分」について語らせ、書かせる（個人化）」ような指導なのか、という視点である。自分の

授業を振り返ってみて、川口氏の指摘する「文脈化・個人化の欠如」を反省した参加者は

多かったに違いない。 

参加者の大きな気づきがあったところで、川口氏から、どのようにすれば「文脈化・個

人化」した活動になるのかについて、ご自身の実践例を交えながら紹介された。その実践

例の中で報告者がプロフィシエンシーについて深く考えさせられた話がある。「私の心のル

ール」というテーマの「語る表現」の活動で、見事な内容を書いたチリの学生の話である。

「めをとじてもいいです。めをとじなくてもいいです。てをあわせてもいいです。てをあ

わせなくてもいいです。うたをうたってもいいです。うたをうたわなくてもいいです。で

も、イエスとはなさなければなりません」と語れるだけの力をもつこの学生は、クラスの

文法テストでは最も成績が悪いのだという。川口氏の「私たちが測っているプロフィシエ

ンシーとは何か」という問いかけは、報告者にとっては胸に突き刺さるような言葉でもあ

り、何か大きな「宿題」を出されたようでもあった。 

講義後は、「働きかける表現」と「語る表現」の指導方法をグループごとに話し合った。

私たち参加者はこの作業を通して、川口氏が何度も口にした「それが学ぶ人にとってどん

な意味があるのか」という視点を自分の中に取り入れることができたのではないかと思う。               

（報告：後藤多恵） 

 

（２）プロフィシエンシーのためのリスニング 

講師：松崎寛氏（広島大学教育学研究科→2010 年 8 月より筑波大学へ異

動） 

聴解指導はコミュニケ‐ションに必要なタスクを遂行するという目的のもと、そのタス

クに必要な聞く力とは何かを考え、聴く力を身につける過程を強化するものである必要が

ある。学習者が持てる力をフルに活用して「理解する」ための、言語的・非言語的手がか
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りについて考え、コミュニケーションにおける「聞く」活動を志向した教材および教室活

動の在り方について議論するのがこのワークショップの目的であった。 

従来の日本語能力試験の聴解問題における問題点は、現実的でない会話や、状況が不明

である点、なぜそのような問題がタスクとなるのか不明である点などがある。現実社会と

関係したもので、タスクが明確でなければ「聞きたい」と思えないだろう。 

聞く練習のためには「副教材」でなく、「主教材」が必要である。単なるテストの繰り返

しでなく、ニーズによってステップアップしていく、聞く技術を身につけさせることを目

的とする教材でなければならない。そのために、会話教材のオマケではなく、他人の会話

の盗み聞きではなく、リアルに関わることのできる教材を作る必要がある。 

リスニングの重要な特色の一つは、文法の機能を無視しても聞き手が理解できる可能性

があること（Krashen and Terrell 1983）で、内容語の拾い聞きで大体わかるのである。 

同じ素材でも学習者がどこまで細かく聞くのかによってタスクが変わる。聴解教育は「油

断して聞ける」こと、「予測」が自動化されれば聴き手の理解を大いに助けられる。 

以上のような講義内容に基づき、定型＝「枠」は大まかに覚え、ポイント以外を聞き流

すといった練習をさせるための教材を作るのがワークショップでの課題であった。 

参加者は隣の人とペアになり、まず、国研あるいはみんなの Can-do サイトにある言語行

動記述から一つ選び、そこからロールプレイを作成した。その後、作ったロールプレイを

隣のペアと交換し、互いに相手ペアの会話をしてもらい、それをメモして、聞きとるべき

文、タスクを考えるという作業を行った。 

科研の教材作成グループへの参加の勧誘もあった。作ることを純粋に楽しんで、良い学

びの機会となったと同時に、「教材作成ではなくより効果的な聴解指導法を知りたかった」

という意見も聞かれた。                   （報告：稲熊美保） 

 

（３）プロフィシェンシーワークショップ：リーディング 

講師：ボイクマン総子（筑波大学留学生センター非常勤講師） 

ワークショップは「プロフィシェンシー」とは何か、という話から始まった。講師によ

ると、「プロフィシェンシー」とは、「現実の言語使用場面における能力」なので、読むプ

ロフィシェンシーとは、読む能力とそれをどのように生かして生活面で達成するかという

ことを意味する。また授業場面で意味のある活動とは、学習者にとって意味のあるデザイ

ンをすることであり、それを実現するために、目的、素材、デザインを工夫する必要があ

る。そのために 1）何を 2）どの程度 3）どの程度の理解の深さを求めるかを明確にするこ

とが大切である。ワークショップでは、筑波大学上級読解の授業が紹介された後、それを

もとに、リーディングのプロフィシェンシーを高める方法を体験した。 

1.筑波大学上級読解クラスの実践 

1-1.生活の中のリーディング 

 「目の前の学生」に焦点をあて、これから成長する大学生に何を与えるのかニーズを把

握し、それを超えることを目標とする。上級であれば、幅広い世界知識、教養が必要であ

り、読んで理解したことを自分の言葉で自分の言葉にして他者に伝える能力が要請される。

そこで、生活の中でどのような読み方をしているのかを知り、四技能の組み合わせとさら
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なる理解の深さを追求することを目指した。読みとは積極的関わりであるため、記憶、概

念的テキストベース、状況モデルを用い、かつボトムアップ処理とトップダウン処理を組

み合わせることでリーディング指導を行った。実際のリーディング指導においては、

Pre-reading として予測やセマンティックマッピング（語彙習得に効果的）などトップダウ

ンの手法と文章理解のための表現、語彙の理解を促進するボトムアップの両面からの指導

が望ましく、While-reading として、文章構造の把握のためグラフィックオーガナイザーや、

概要について（T/F）、事実の把握と詳細な描写（WH）、筆者の意図•主張を確認、Post-reading

として要約、再話の手法を使用した。 

1-2.上級読解授業の実践 

 上級読解授業の進め方は以下のとおり。 

短時間で読めるよう訓練する必要性があるため、読み始め、読み終わりの時間を記録さ

せる。ある段階までは、答えの選択肢を与えて、その後自分の言葉で表すよう指導する。

分析力があっても、その内容のレベルにあった語彙、表現力がない場合もあるので、ピア

リーディングに入る前にソロリーディングをし、教師がデモンストレーションしてから活

動に入ると、お互いの読みの深さが確認できるだろう。 

2.ワークショップ 

 ワークショップとして「再話」と「ピアリーディング」を実際に行って、その効果を体

験してみた。参加者間は以下のような気づきを共有した。 

・ 「再話」は、要旨をさせるのか詳細説明をさせるのか。また、メモをどの程度とるか、

日本語か母語か、素材そのものが読めないときは、どうすればいいか、順番どおりに話

すのかなど、課題の枠を決めておいたほうがいい。 

・ また、読むだけでなく、話す、聞く、書く技能も含んでおり、特に聞くことにより 

  批判力が備わり、話す力も向上すると考える。 

・ ピアリーディングは、話題が共感できるものかどうかによって、学生によって理解が深

まらないときもある、一行ずつ読むよりも段落でまとめて読んで話す方が自然である、

素材のレベルが高すぎないよう配慮する必要がある、などという注意点もあるが、人の

解釈を聞いて理解を深めることができるという安心感に支えられ、積極的な読み方がで

きるという長所が見られる。               （報告：上宮真理子） 

 

 

（４）プロフィシェンシーのためのライティング 

講師：由井紀久子氏（京都外国語大学） 

 全体の流れとして、前半は講師から書くプロフィシェンシーについての講義があり、後

半はグループに分かれて教材作成が行われた。 

 書きのプロフィシェンシーとは、「実際の日本語使用場面である生活場面で、何がどれぐ

らいうまく書けるか」であると定義された。伝えるために書くときには、対人性（誰が、

誰に、どんな人が、どんな人に書くか）と場面性（どんな目的で、どのような働きかけで、

どんな媒体で）を考慮に入れなければならない。それらの必要性を、実際に学習者が書い

た、少し問題のあるメモとメールをもとに考えた。そこで、場面認識と言語表現を対応さ
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せることと、学習者に場面認識に対する「気づき」を促す必要性が説かれた。 

 まとめとして、１）従来の「作文」はプロフィシェンシーの部分的な力しか伸ばしてい

ない、２）課題遂行能力を養成するには、多元的な場面認識力も必要である、３）読み手

の期待を予測して書く、４）機能・目的を意識する、５）学習者の「限界」を知り、次の

段階に導く、あるいは自律学習的推敲能力をつける、ことが挙げられた。また、書く活動

においては、語の統語範疇や用法、連語関係、使用頻度、使用域といった「深い語彙知識」

が必要なこと、そして、母語の語彙知識が活性化していることを教師がわかり、指導する

必要があることも述べられた。 

 後半のグループワークでは、書く場面を想定し、その場面認識（機能、目的、媒体、誰

から誰に、どのぐらい詳しく）と学習者のレベル、学習者に気づきを促す方法を考えなが

ら、教材作りが行われた。活発にやり取りがなされ、グループごとにさまざまに工夫され

た教材が仕上がった。仕上がった教材は、翌日壁に張り出して公開された。 

（報告：杉本香） 

 

 

◆OPIファミリアライゼーション 報告 

講師：牧野成一氏 

この講座は、OPI の入門講座である。まず開発の経緯、コミュニカティブアプローチが全

盛であったころはアチーヴメントテストで口頭能力が測られており、横軸志向が高まって

いたが、これでは口頭能力が上がるのは分からず、学習者が学んでいく経路を知る縦軸の

テストが必要であるため、この OPI が開発されたこと、そして OPI の理論について話され

た。 

次に OPI の基準を三脚の絵を使って説明された。台のある部分がタスク、そして三脚の

脚がそれぞれ、「場面・内容」「テキストの型」「正確さ」と分かれている。この中で教師は

「正確さ」に注意しがちだが、それよりも「テキストの型」が大切だと牧野氏は述べてい

る。 

その後 HIF の学生王さんとのデモンストレーションが 30 分行われ、その場でレベルを公

表し、レベル判定理由が述べられた。 

残り５分で質疑応答を行い、「下位レベルをどういう基準で決めているのか」「超級レベル

話者が周りにいないため、どういう学習者が超級かイメージがわかない」「デモンストレー

ションについて、ロールプレイで何をすれば上級になれたのか」「電話での OPI と対面式の

OPI の違いは何か」という質問が上がった。参加者は総勢 60 名である。 

（報告：阪上彩子） 
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◆リフレッシャーワークショップ 報告 

講師：渡辺素和子氏（ポートランド州立大学、ACTFL 日本語 OPI トレーナー） 

 このリフレッシャーワークショップは、既に ACTFL OPI テスター資格取得者、ACTFL OPI

テスター養成ワークショップ受講修了者を対象に行われた。参加者は 48 名であった。 

 まず、各主要レベルでのタスク・機能・テキストタイプや、インタビュー構成などのお

さらいが、受講者から答えを引き出しながら進められた。そして、近年取り上げられたイ

ンタビューテクニックについての注意点が紹介された。それは、ウォームアップを十分に

し、様々なトピックに触れて被験者のデータを収集すること、主要レベルを２つ超えて突

き上げないで、レベルチェックと突き上げは交互に行うこと、同じトピックで横へ・上へ

掘り下げること、効果のある質問のタイプを見極めること（ほとんどの WH 質問は closed

であることに注意）、超級で「どう思いますか」という聞き方を避けること、などである。 

 テクニックのおさらいとしては、上級では、それまでに出てきたトピックからスパイラ

ルで上げていくが、自分だけの限られた領域から外へ、またもっとつっこんでフォローア

ップの質問をし、説明・描写をさせて話の全貌が見えるまではよしとしないことなどが挙

げられた。テスターの姿勢としては、「物知りではないモノリンガル」の役を務めることだ

とされた。超級では、テスターの姿勢はフォーマルで相手と距離を置き、多少挑戦的にす

るのがよいとされた。また、トリプルパンチの方法も具体的に説明された。注意点として

は、具象性と抽象性、意見を述べることと裏づけのある意見を述べることの差をわかるこ

となどが示された。その後、実際にサンプルを聞いて、各レベルの特徴を確認した。 

このリフレッシャーワークショップを受講すると、テスター資格が過去に執行した人も

Ｂトラックにて更新を申請することが可能となる。ただし、Ｂトラックの条件として、Ｏ

ＰＩを定期的に実施していた経験があることが必要である。更新の申請は、個人対 ACTFL

で行うことになる。ワークショップ終了時に配られた参加証のコピーを更新申請時に提出

することができる。                        （報告：杉本香） 

 

 

◆招待発表 1：「移住者に求められるプロフィシェンシー考―ドイツ、韓国、台湾の

調査から見えたこと―」報告 

発表者；松岡洋子氏（岩手大学）  

移住社会の言語教育・言語習得支援として、移住者は学習が目的でないので、全部でき

なくてもといいと思っている一方、支援者は網羅的に教えようとしているのではないかと

いう疑問から本研究は始まった。社会参加のための言語能力の必要性、より周縁・下層に

おかれた移住者に支援が必要と考え、ドイツ、韓国、台湾の現状を参考にすべく調査を行

った。日本と同様、異言語・異文化にさほど寛容ではない国々である。貧困、低い言語能

力、社会統合の困難さが悪循環となるが、上記３国では政策が進んでいるとのことで、具

体例の紹介があった。特に、韓国・台湾は結婚移住者を対象とした施策であり、多文化家

族形成（子どもの教育・移民女性の就労）が目的であり、東北地方の現状に似ている。 

移住者に必要な言語能力として、タスク遂行を重視する OPI に近いものが考えられる。

現場は有効な教育活動を行っているかというと、移住者との間に背景知識・常識のずれが
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あり、言語の違いがあり、異文化間と階層間のずれがあるといえる。個別性＝当事者性な

のである。プロフィシェンシー向上のために当事者性を与えること、場面課題に「梯子」

をかけること、受け入れ社会こそ移住者の課題遂行達成のスキャフォールディングの意識

と技術が必要であるとの提案がなされ、聴衆は大いに納得させられる密度の濃い講演であ

った。 

 

（報告：稲熊美保） 

 

◆招待発表 2：「自律と協働―笑顔と達成感をめざして」報告 

発表者：齊藤あづさ氏他（HIF 講師一同） 

「笑顔と達成感」をキーワードに 2004 年から実践してきた HIF の JJ プログラム分析で

ある。2004 年までの小規模プロジェクト、2005 年の新たな協働学習プログラム、そこから

改定を重ね、2009 年のインディペンデント・スタディー（IS）へとつながった。2010 年の

試みとして、IS、日本語だけルール（NDR）、自己評価、HIF ポイントの 4 点が紹介された。 

JJ プログラムでは、サポートグループ、地域・スタッフとの連携、教師と学習者のミー

ティング等を通してレポートを行い、レポート、ビデオ、ポートフォリオ等によって活動

を完成し、成果の発表をする。そののちに、Skills, Knowledge, Awareness, Attitude の

変化や成長を振り返るレポートをする。 

IS で学習者が取り上げるテーマには、日本舞踊、北海道のスイーツなど様々あるが、問

題点として、評価方法が合／否のみであること、満足感の差などがある。その原因に、自

分で課題を考えることに慣れていないことや、「地域密着」が足かせになって、本当に取り

組みたいと思わないテーマを選ぶことなどがあった。そこで、2010 年は HIF 修了後も継続

して取り組みたい課題を認めることとした。 

NDR については、守らない学習者が多い。罰則を与えても奨励しても同じ結果であった

ので、誓約書によって意識化することにした。2010 年には意義や動機づけのためのディス

カッションを行ったり、学習者が集うラウンジに工夫をするようになった。同時に自己評

価や HIF ポイントによる教師の評価にも取り組んでいる。 

各活動が「笑顔と達成感」をもたらすために、教師の役割は、教授者以外に、計画者、フ

ァシリテイター、カウンセラー等がある。自律と協働の繰り返しがあり、意識付け・学習

意欲等を学習者自身が養うことによって「笑顔と達成感」が初めて湧き上がってくるもの 

であるとの提案であった。                   （報告：稲熊美保） 

 

************************************* 編集後記 *************************************** 

さる７月１６～１８日、記録的な猛暑とは無関係の、さわやかな函館で国際シンポジウムが開催されまし

た。日本語プロフィシェンシー研究会第１号となる今号ではその報告をお届けしました。 

会場の熱気がビシバシ伝わってくる記事を読みながら、参加できなかった方々も残念な思いを強くされて

いることでしょう！次回研究会は秋たけなわの京都で行ないます。奮ってご参加ください。 

 

〈ニューズレター担当〉和泉元 千春・稲熊美保・木村かおり・杉本香・野畑 理佳・廣利正代 


