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アクラス研修会 2019.12.15（13:00-15:00）

『日本語教師のためのCEFR』

-CEFRの正体をちゃんと知ろう-

奥村 三菜子

minako.okumura.jp@gmail.com

NPO法人 YYJ ・ゆるくてやさしい日本語のなかまたち

CEFRとは

である。

本研修会の目的と目標

CEFRをちゃんと理解する
～CEFRには一体何が書いてあるのか？～

《共通言語を持つ》
話し合いがしやすくなる
的外れな賛成・反対をしない
建設的な議論ができる

１．教育全般（言語活動、言語学習プロセス、指導方法
など）に関して内省を促すこと。（学習者自身も）

２．自分の教育実践に関して、お互いに伝えやすくする
こと。

(CEFR: Notes for the user・奥村他, 2016:8)

◆CEFRの２大目的

教師, 学習者, 教育行政機関, 試験出題者, 教科書著者, 出版社など

これらの人たちが考えていることが一致しているならば、

［中略］仕事に一貫性が生まれ、学習者の目標達成に一役買

うことができるであろう。［中略］そしてそれが、彼らが作

り出したものを使うことになる学習者たちの利益にもなる

のである。

(CEFR: Notes for the user)
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「言語観」「言語学習観・教育観」の共有

共通言語の構築

CEFは、ヨーロッパのさまざまな教育制度の差が

原因となって、現代語の分野で働いている

専門家間の対話が妨げられている現状の打開

(to overcome the barriers to communication) を

意図している。

(CEFR: 1.1)

◆CEFRの意図
• 学習者は、自分の学びを

• 教師・教育機関は、自分・自分たちの教育を

• 試験機関は、自分たちの試験を

• 出版社は、自分たちの出版物を

• 教育行政関係者は、自分たちの教育行政を

内省する 共有する

国・言語・立場を越えて…

1. CEFRの正体

Council of Europe (2001) Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, teaching, assessment.

Council of Europe (2018) Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, teaching, assessment: 
Companion Volume with new descriptors.

〈CEFRに対するさまざまな誤解〉

誤解１ CEFRはヨーロッパ言語のためのもの

誤解２ CEFRはCan Doを用いた言語能力レベル指標

誤解３ CEFRは外国語教育スタンダード

誤解４ CEFRはサバイバル向きで、

ビジネスや高等教育向きではない

誤解５ CEFRは正確さが身につかない
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誤解１ CEFRはヨーロッパ言語のためのもの

Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, teaching, assessment

CEFR: 40言語バージョン

アラビア語、アルバニア語、アルメニア語、バスク語、
ブルガリア語、カタルニア語、中国語、クロアチア語、
チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エスペ
ラント語、エストニア語、フィンランド語、フランス
語、フリウリ語、ガリシア語、ジョージア語、ドイツ
語、ギリシャ語、ヘブライ語、ハンガリー語、イタリ
ア語、日本語、韓国語、リトアニア語、マケドニア語、
モルドヴァ語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルト
ガル語、ロシア語、セルビア語、スロバキア語、スロ
ベニア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、
ウクライナ語

（2016年5月）

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

各国手話

誤解２ CEFRはCan Doを用いた言語能力レベル指標

‘Can Do’ statements, which form part of a long-term 

research project being undertaken by the Association of 

Language Testers in Europe (ALTE).
(CEFR, Appendix D)

illustrative descriptors
（例示的能力記述文）

Reference
参照するもの

誤解２ CEFRはCan Doを用いた言語能力レベル指標

CEFR目次
第一章 CEFの政治的および教育的背景
第二章 CEFの理論的背景
第三章 共通参照レベル
第四章 言語使用と言語使用者／学習者
第五章 言語使用者／学習者の能力
第六章 言語学習と言語教育
第七章 言語教育における課題とその役割
第八章 言語の多様性とカリキュラム
第九章 評価

単なる提案であり、義務でも押しつけでもない。
考察、議論、そして更なる行動化のための基盤で
あり、……例示の目的は新しい可能性を示すこと
(to open new possibilities)であり、決定を先取りするも
のではない。

(CEFR, Notes for the user)

CEFを利用する読者は、ここでの尺度と記述項目を
批判的に捉えて使って欲しい。

(CEFR, Notes for the user)
non-dogmatic

非教条的
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誤解３ CEFRは外国語教育スタンダード

Common European Framework of Reference
for Languages: Learning, teaching, assessment

CEFの役割は、この本の利用者にどういう目的を追求すべ
きか、どういう方法を取るべきかを指示することではない。

教育の現場関係者たちに何をすべきか、どうすべきかを指
示しようとは考えていない。問題提起はするが、答えを提
示することはしない。

One thing should be made clear right away.

(CEFR, Notes for the user)

CEFRは教育改革促進のためのツールであって、

スタンダード化のためのツールではない。 (CEFR-CV, 2018: 26)

Q1：あなたは、母語で次のことができますか？

CEFRの例示的能力記述文 (Illustrative descriptors)は、

人間の言語使用状況の写し取り

外国語学習のみを切り取ったものではない

誤解４ CEFRはサバイバル向きで、
ビジネスや高等教育向きではない

誤解３ CEFRは外国語教育スタンダード

教育実践の三角形

目標
・シラバス
・カリキュラム など

学習活動
・教案
・活動
・教材 など

評価
・試験
・成績評価
・ポートフォリオ など

教育理念

・教育の目的
・育てたい人物

教育実践の三角形

目標
・シラバス
・カリキュラム など

学習活動
・教案
・活動
・教材 など

評価
・試験
・成績評価
・ポートフォリオ など

CEFR

〈言語教育政策〉
欧州市民の育成

social agent(s)
複言語・複文化能力

複言語・複文化能力：
コミュニケーションの
ために複数の言語を用
いて異文化間の交流に
参加できる能力。
複雑で複合的。

[CEFR:8.1]
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２. CEFRの背景と柱

CEFRは、いつ・誰が・何のためにつくったか？

【いつ？】2001年公開

【誰が？】Council of Europe（欧州評議会）[1949年設立]

目的：「人権」「民主主義」「法の支配」の保護

【何のために？】欧州「言語教育政策」実現のため

国家間の相互理解／異文化理解

ヨーロッパ市民の育成

言語教育＝「平和教育」の重要な手段

現地語、国語、
母語、外国語…

ことばの学びは幸せのため

CEFR：言語教育における２つの柱

 social agents
→ 学習者・教師の捉え方

 行動中心アプローチ

→ 言語教育・言語学習の考え方

「social agent(s)」とは？

 doing not being ［社会で行動できる人］

 initiative / self-regulation ［自己管理できる人］

 mediates and mediated by social context

［社会とつながれる人］

 includes awareness of responsibility for one’s own 

actions ［自分の行動に責任を持てる人］

（van Lier, 2008年）

自主的・積極的に社会で行動できる人
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「行動中心アプローチ」とは？

人間の目的行動

言語活動

言語学習 メールを書くTVを見る

非言語活動

学習者
教師

言語使用者

social agents
社会で行動する者

目的行動が達成できるsocial agentsの育成

日本人の友達に、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、友達に
詳しく説明してください。

（JF日本語教育スタンダード：B1）

そもそも・・・、

 この日本人はナゼこんな質問をしたのか？
＝何のために他国の料理について知りたいのか？

何のために自国の料理について語るのか？

国際交流基金「JFロールプレイテスト」http://jfstandard.jp/roleplay/ja/render.do

評価基準

あなたは、ことばを使って、
何をしていますか？

今朝起きてから、この会場に来るまでに、
ことばを使って、どんな行動や活動をしましたか？

 どこで？（場面）

 誰と／誰に／一人で？（相手）

 どのように？（方法・媒体）

 何のために？（目的）

私の
目的行動

私はことばを使って、
〇〇をしている

行動中心アプローチ
action-oriented approach

Can Do

ことばを使って、〇〇ができる

・数を言うことができる
・英語のｒの発音ができる
・果物の名前を言うことができる
・動詞の過去形を作ることができる
・希望を表す文型を作ることができる
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３. CEFRにおける
「目的行動」の捉え方

A. 活動領域 (domains) [CEFR:第4章]

私的領域・公的領域・職業領域・教育領域

B. 言語活動 (activities) [CEFR:第4章]

受容活動・産出活動・相互行為活動・仲介活動

C. 言語能力 (competences) [CEFR:第5章]

一般的能力・コミュニケーション言語能力

A. CEFRが示す活動領域

私的領域
Personal domain

公的領域
Public domain

職業領域
Occupational 

domain

教育領域
Educational 

domain

B. CEFRが示す言語活動

受容活動

読む

聞く

産出活動

書く

話す

相互行為活動

文字

口頭

仲介活動

コンセプト

テキスト

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

Pre-A1～C2 Pre-A1～C2

Pre-A1～C2 Pre-A1～C2

Mit Gas 
oder ohne?

ガス入り？ ガスなし？

ドイツには、コーラみたいに炭酸
が入った水もあるんだよ。

テクスト

コンセプト
知識・概念の障壁

に対応

首を横に振る

OK!

コミュニケー
ション

異文化空間の調整
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何と何を仲介するのか？

自分自身が発信者（発信当事者）として言語活動に参加する
のではなく、媒介の活動を行う＝言語行動を「取り持つ」

「誰かと誰かをつなぐ」「何かと誰かをつなぐ」

◆オリジナルのテクストが受け手に理解できない場合にそれ
を同じ言語で要約したり言い換えたりすることをも含む。

（CEFR: 4.4.4）

〈仲介する言語の種類〉（CEFR-CVより）

①２つの異なる言語 (two different languages)

②同じ言語の２つの変種 (tow varieties of the same language)

③同じ変種の２つの位相 (tow registers of the same variety)

④①～③の組み合わせ

コミュニケー
ション言語能力

Communicative
language competences

一般的能力
General competences

C. CEFRが示す言語能力

①言語構造的能力
Linguistic competences

②社会言語能力
Sociolinguistic competences

③言語運用能力
Pragmatic competences

①叙述的知識
Declarative knowledge

②技術とノウハウ
Skills and know-how

③実存的能力
Existential competence

④学習能力
Ability to learn

Pre-A1～C2

①言語構造的能力 (Linguistic competences)：

語彙、文法、文字、音声などに関する知識・技能

②社会言語能力 (Sociolinguistic competences)：

その言語が使われる社会でのルールを理解し、それ
に則って活動できる能力

③言語運用能力 (Pragmatic competences)：

コミュニケーションを円滑かつ効果的に進めていく
ための能力

コミュニケーション言語能力

誤解５ CEFRは正確さが身につかない

①叙述的知識 (Declarative knowledge)：

個人の体験や勉強によって得た知識・意識

②技能とノウ・ハウ (Skills and know-how)：

ある活動を実行するために意識しなくてもできるように
体得している技能

③実存的能力 (Existential competence)：

個々人の持つ態度・動機・価値観・性格的な要因

④学習能力 (Ability to learn)：

新しいものや異なったものを発見でき、取り入れること
ができる能力（言語・文化・知識・人々等）

一般的能力
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私的領域

受容 産出

言語能力 言語能力

相互行為 仲介

言語能力 言語能力

公的領域

受容 産出

言語能力 言語能力

相互行為 仲介

言語能力 言語能力

職業領域

受容 産出

言語能力 言語能力

相互行為 仲介

言語能力 言語能力

教育領域

受容 産出

言語能力 言語能力

相互行為 仲介

言語能力 言語能力

自分の国の有名な料理について、どんな料理なのか、
どうやって作るのか、どうやって食べるのかなど、
親しい友達に、口頭で説明することができる

私的領域

一般的能力

コミュニケーション言語能力

相互行為活動
（口頭）

仲介活動
（ﾃｷｽﾄ・ｺﾝｾﾌﾟﾄ）

産出活動
（話す）

Pre-A1～C2 Pre-A1～C2 Pre-A1～C2

Pre-A1～C2

４. CEFRを参照した教育における
４つのポイント

①「その人のことば」を育てていく

〈非・母語話者モデル〉

②「得意なこと」を大切にする

〈部分的能力〉

③「自分で生涯」学び続ける

〈自律学習・生涯学習〉

④「できること」を評価する

〈肯定的評価〉

複言語主義

Ａさん語
〈わたし語〉

多言語主義

日
本
語

北
京
語

英
語

韓
国
語

広
東
語

Ａさん

①「その人のことば」を育てていく

非・母語話者モデル
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②「得意なこと」を大切にする

□本や映画の筋を順序立てて話し、それに対する自分の考え

を述べることができる。

□機器について、はっきりと書かれた簡潔な説明を理解できる。

□時には言いたいことが言えないこともあるが、会話や議論を

続けることができる。

□店や郵便局などで苦情を言うことができる。

Q2. あなたは、母語で次のことができますか？

個々人の言語能力の凸凹状態を肯定する

【部分的能力(partial competence)】

個人の言語能力を「豊かにする構成要素」

狭い範囲または限定的な範囲の言語習得で学習者
が満足して良いということを意味するものではな
い。

一つの目標の遂行が狙っていなかった他の結果に
結びつく。

(CEFR: 6.1）

個々人の言語能力の凸凹状態を肯定する

言語学習の過程は持続的であり、かつ個人差があ
る。どんな言語の話し手でも、母語話者であろう
と外国語を話す場合であろうと、二人として完全
に同じ能力を持った者はいないし、同じ学習の道
をたどった者はいない。

(CEFR: 2.2)

③「自分で・生涯」学び続ける

学びは学び手のもの

コミュニケーションの場面に必要な課題、活動、
過程を遂行するのは学習者なのである。［中略］

「学ぶことを学習する」ことが言語学習に不可欠
……。 (CEFR: 6.3)

学びの個別性

学びの主体・学びの管理

“European Language Portfolio: 
Junior version”より

(National Centre for Languages)

自
由
度

自
己
責
任
度
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A. 先週、授業で何をしましたか？

B. 「上手になったこと」は
何ですか？

C. 「まだできないこと」は
何ですか？

★私の2つの「がんばる！」

熟達度レベルが受験者を振り分けるためにある
のではなく、目標を与えるためにあるのだとし

たら、「肯定的記述」の方が好ましい。

(CEFR: 巻末資料A)

④「できること」を評価する

Can Do

当人に向かって丁寧にゆっくりと話された指示なら理解できる。

〈聞く〉 “Listening to Announcements and Instructions”：A1

×当人に向かって丁寧にゆっくりと話されないと指示が理解できない。

質問を繰り返し言ってもらい、回答するのに何らかの助け舟を出してく
れる人がいるなら、話し終えた後から出される簡単な質問に答えること
ができる。

〈話す〉 “Addressing Audience：A2

×質問を繰り返してもらったり、助け舟を出してくれる人がいないと、話し
終えた後の簡単な質問に答えることができない。

◆CEFR例示的能力記述文で用いられている表現

進
歩

C2

C1

B2

B1

A2

A1

Pre-A1

基礎段階の
言語使用者

(basic user)

自立した
言語使用者

(independent user)

熟達した
言語使用者

(proficient user)

CEFRが示す２つの「できる」①
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例：自国の料理について説明することができる

B2
故郷の料理について具体例を挙げながら、明確か
つ詳細に説明することができる。

B1
自分の故郷の料理の作り方などをある程度流暢に、
ある程度の長さで、順序立てて説明できる。

A2
動作や図などで示しながら、料理の作り方などを
短い簡単な文で説明することができる。

A1
自分が作った料理の味や材料について、「魚の料
理です」「からいです」など、簡単な単語・句で
紹介することができる。

進
歩

自分の故郷の料理の作り方などをある程度流暢に、ある程度
の長さで、順序立てて説明できる。（B1:話す）

トピック 料理 気候 観光地

説明方法 順序立てて 比べながら まとめながら

B1 ✔ ✔ ✔

進歩

自分の故郷の気候について、ある程度流暢に、ある程度の長
さで、他国と比べながら説明できる。

自分の故郷の観光地についてある程度流暢に、ある程度の長
さで、わかりやすくまとめながら説明できる。

CEFRが示す２つの「できる」②-1

話す 書く

B1 ✔ ✔

進歩

自分の故郷の料理の作り方などをある程度流暢にある程度の
長さで、順序立てて説明できる。（B1:話す）

自分の故郷の料理の作り方をある程度正確に、ある程度のま
とまりで、順序立ててレシピカードに書ける。

CEFRが示す２つの「できる」②-2

進歩は必ずしも垂直方向にだけ上がってゆくのでは
ない。・・・・・・同一カテゴリーでの熟達度を高
めるより、横方向に隣り合うカテゴリーの領域へと
進み、行動の幅を広げるといった進歩を遂げること
もあるのである。

(CEFR: 2.2)
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CEFRについて、

同僚や仲間に何を伝えたいですか？

【引用・参考文献】（英語版CEFR以外）

van Lier, L. (2008) Agency in the classroom. In J. P. Lantolf & M. E. 
Poehner (eds.), Sociocultural theory and the teaching of second 
languages. London: Equinox, pp. 163-186. 

奥村三菜子 (2019) 「欧州における継承日本語教育と欧州言語共通
参照枠 (CEFR)」 近藤ブラウン妃美・坂本光代・西川朋美編 『親と
子をつなぐ継承語教育ー日本・外国にルーツを持つ子どもー』 12章,        
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