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4. JACETグローバル人材育成特別委員会の取り組み 

4.1. 取り組みポスター 
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4.2. 各研究グループ中間報告 

JACETグローバル人材育成特別委員会 

第１班「外部試験大学実態調査班」2014年度活動報告（中間報告） 

尾関直子 河野円 中谷安男 村野井仁 大須賀直子 

 

本年度の活動 

I. アンケート調査の実施 

目的：大学の入学試験，および，教育の質保証に関して，外部試験をどのように利用して 

いるのかを調査した。 

対象：各大学，学部を代表する JACET会員約 300名にWEB 上のアンケートを送付した。 

時期：2014年 5月～8 月 

II. 今後の予定 

回答率は 1割程度と少ないので，再度アンケートに答えてくださるように，全員にメールを送付

した。アンケート調査を少なくても 3月末まで実施し，その後結果を分析し，来年度の全国大会

シンポジウムで発表する。 

III. アンケート内容 

1-1. 貴大学では，英語外部試験をなんらかの形で入試に利用していますか？  

      

  

1-2.  Yesの場合，各入試形態で，どの英語外部試験を利用していますか。以下の質問にご回答く

ださい。Noの場合は，ページの最後にある「続行」をクリックしてください。 

（以下英語外部試験の選択肢は，全質問共通です。） 

英語外部試験 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-1. 一般入試（複数回答可） 

1-2-2. 特別入試－AO入試（複数回答可） 

1-2-3. 特別入試－海外就学者入試・帰国生入試 （複数回答可） 

1-2-4. 特別入試－スポーツ入試 （複数回答可） 

1-2-5. 特別入試－留学生入試 （複数回答可） 

1-2-6. 推薦入試－一般推薦入試 （複数回答可） 

Yes ・ No 

① TOEIC (Listening + Reading) 
② TOEIC (Speaking + Writing) 
③ TOEIC Bridge 
④ TOEFL PBT 
⑤ TOEFL iBT 
⑥ 英検 
⑦ IELTS 
⑧ GTEC 
⑨ ケンブリッジ英検 
⑩ CASEC 
⑪ TEAP 
⑫ その他 
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1-2-7. 推薦入試－指定校推薦入試 （複数回答可） 

1-2-8. 編入学入試 （複数回答可） 

1-2-9. その他の入試 （複数回答可） 

2-1. 英語外部試験で一定のスコアまたはレベルを取得した学生には，授業を受けなくても単位を

付与していますか？  

       

  

2-2. Yes の場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。 

2-3. Yesの場合，どの英語外部試験で何点以上，またはどのレベル以上取得した場合に何単位付

与しているかを具体的に記述してください。 

（例：TOEIC で 900点以上取得した場合に 2単位付与している） 

3-1. 英語外部試験を英語クラスのプレースメントテストに使っていますか？  

 

       

3-2.  Yesの場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」場合は

具体的に記述してください。（複数回答可） 

4-1. 英語外部試験のスコアやレベルを，貴学部の英語教育プログラムの目標に含めています

か？ 

 

       

4-2. Yesの場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。（複数回答可） 

4-3. Yesの場合,どの英語外部試験で何点以上またはどのレベル以上を取得することを目標に含

めているかを具体的に記述してください。 

（例：TOEIC で 800点以上取得することを目標にしている） 

5.1. 英語外部試験で一定のスコアまたはレベルを取得することを卒業要件にしていますか？ 

       

  

5-2. Yes の場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。（複数回答可） 

5-3. Yesの場合,どの英語外部試験で何点以上またはどのレベル以上を取得することを卒業要件

にしているかを具体的に記述してください。 

（例：TOEIC で 500点以上取得することを卒業要件にしている） 

6.1. 貴学部では入学後，全学生に英語外部試験を必須受験させていますか？  

 

 

6-2. Yes の場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。（複数回答可） 

Yes ・ No 

Yes ・ No 

Yes ・ No 

Yes ・ No 

Yes ・ No 
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6-3. Yesの場合，どの英語外部試験を，何年生を対象に，年に何回実施しているかを具体的に記

述してください。 

（例：TOEIC(Listening, Reading)を，2年生を対象に，年に一回実施している） 

6-4. 必須受験の英語外部試験の検定料について，大学から補助をしていますか？ 

           

  

6-5. Yes の場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。（複数回答可） 

6-6. Yesの場合，どの英語外部試験についてどのような補助を行っているかを具体的に記述して

ください。 

（例：TOEFL iBT について全額補助している） 

7-1．学生が学外で任意に受験する英語外部試験の検定料について，大学から補助をしています

か？  

      

  

7-2. Yes の場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。（複数回答可） 

7-3. Yesの場合，どのような補助を行っているかを具体的に記述してください。条件がある場合

も記述してください。 

（例：TOEIC について半額補助している。但し，1年間に一回に限る） 

8-1．英語外部試験で一定のスコア/ レベルを取得した学生に対して，表彰や褒賞をする制度はあ

りますか？ 

 

 

8-2. Yes の場合，該当する英語外部試験を下の選択肢から選択してください。「その他」の場合

は具体的に記述してください。（複数回答可） 

8-3. Yes の場合,どの英語外部試験で何点以上またはどのレベル以上を取得した場合に表彰や褒

賞を行っているかを具体的に記述してください。 

（例：TOEIC800点以上または英検準一級以上を取得した学生に対して表彰を行っている） 

9．貴学部では，将来の一般入試において，英語の４技能入試導入を考えていますか？ 該当す

るものを選択してください。 

 

 

10-1. 貴学部で一般入試において英語外部試験を利用するのに，あなたは賛成ですか，反対です

か？現在実施しているかどうかにかかわらずお答えください。 

 

 

 

 

Yes ・ No 

Yes ・ No 

Yes ・ No 

まったく考えていない・あまり考えていない・少し考えている・真剣に考えている 

賛成 ・ 反対 
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10-2. 賛成の場合は，その理由を記述してください。 

10-3. 反対の場合は，その理由を記述してください。 

10-4. 賛成の場合は，どの試験が適切だと思いますか？該当する英語外部試験を下の選択肢から

選択してください。「その他」の場合は具体的に記述してください。（複数回答可） 
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JACETグローバル人材育成特別委員会 

第２班「外部試験調査班」2014年度活動報告（中間報告） 

中野美知子 上田倫史 近藤悠介 吉田諭史 マスワナ紗矢子  

 

１ アンケート調査の実施 

 外部試験を実施している試験団体に対してアンケート調査を実施した。 

目的：各組織が試験に対してどのような意識を持っているかについて明らかにする。 

時期：2014年 6月～2014年 7月 

対象：以下の JACET 賛助団体等（順不同） 

TSST（アルク/アルク教育社），英語コミュニケーションテスト OPIc（NEC マネジメントパー

トナー），CASEC（教育測定研究所（JIME）），TOEFL iBT（米国 ETS），TOEIC Test; TOEIC Speaking 

and Writing Tests; TOEIC Bridge Test（国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）），G-TELP 

(G-TELP 日本事務局），BULATS；IELTS；実用英語検定試験（日本英語検定協会），VERSANTTM 

（ピアソン・ジャパン株式会社），VELC Test(VELC 研究会事務局（金星堂内）），GTEC（べネ

ッセ・コーポレーション），ACE（英語運用能力評価協会），TEP（早大－ミシガン大テクニカ

ル・ライティング検定試験）（東京外国語センター））。 

調査項目：調査項目は各組織の試験の入学試験、卒業要件に対しての利用への賛否、利用可能性、

試験内容、日本の英語教育との関連性、CEFR との関連性に関する項目（計 20項目）それらの項

目への具体的理由を聞く項目（計 14 項目）、の合計 34 の質問項目および、自由記述欄から構成

される。以下に実際の項目を示す。 

(1) 日本の大学の入学試験として、貴社のテストを利用することは可能だと思いますか。 

(2) (1)でそのようにこたえられた理由をお書きください。 

(3) 日本の大学の入学試験として、貴社のテストを利用することに賛成ですか。 

(4) (3)でそのように答えられた理由をお答えください。 

(5) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストを利用することは可能だと思いますか。 

(6) (5)でそのように答えられた理由をお書きください。 

(7) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストを利用することに賛成ですか。 

(8) (7)でそのように答えられた理由を書きください。 

(9) 日本の大学の入学要件として、貴社のテストが利用された場合、どのようなレベルを基準と

することが妥当だとお考えですか。 

(10) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストが利用された場合、どのようなレベルを基準と

することが妥当だとお考えですか。 

(11) 日本の大学の入学要件として、貴社のテストが利用された場合、リスニングのテストに用い

られるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(12) (11)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(13) 日本の大学の入学要件として、貴社のテストが利用された場合、リーディングのテストに用

いられるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(14) (13)でそのように答えられた理由は何ですか。 
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(15) 日本の大学の入学要件として、貴社のテストが利用された場合、ライティングのテストに用

いられるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(16) (15)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(17) 日本の大学の入学要件として、貴社のテストが利用された場合、スピーキングのテストに用

いられるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(18) (17)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(19) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストが利用された場合、リスニングのテストに用い

られるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(20) (19)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(21) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストが利用された場合、リーディングのテストに用

いられるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(22) (21)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(23) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストが利用された場合、ライティングのテストに用

いられるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(24) (23)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(25) 日本の大学の卒業要件として、貴社のテストが利用された場合、スピーキングのテストに用

いられるトピックはどのようなものが妥当だと思われますか？ 

(26) (25)でそのように答えられた理由は何ですか。 

(27) 貴社のテスト項目は日本の学校教育における英語の教授内容を考慮していますか。 

(28) (27)でそのように答えられた理由をお書きください。 

(29) 貴社のテストは日本における英語教育の成果を十分測れるだけの測定力があると思います

か？ 

(30) (29)でそのように答えられた理由をお書きください。 

(31) 日本における英語教育の成果と貴社のテストの結果はどの程度の関連があると思いますか。 

(32) 貴社のテスト項目を作成する際に、CEFR の内容（記述子）を考慮していますか。 

(33) 貴社のテスト項目を作成する際に、CEFR の言語熟達度のレベル（A1~C2）を考慮に入れて

いますか。 

(34) 貴社のテスト項目を作成する際に、考慮する点は何ですか。 

(35) 自由記述 

 

２ 大学英語教育学会第 53回（2014年度）国際大会でのポスター発表 

ポスター発表を行った。 
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JACETグローバル人材育成特別委員会 

第３班「到達目標実態調査班」2014年度活動報告（中間報告） 

山内ひさ子 荒木瑞夫 内藤永 藤田玲子 桐村亮 寺内一 

 

本年度の活動 

各大学・学部の英語およびグローバル人材育成に関する到達目標に関して、ESP 研究会会員を対

象に、次のようなアンケート調査を実施した。 

期間：2014年 9月～2014年 12月 

対象：ESP 研究会会員（JACET 各支部の ESP 研究会代表から、会員に向けた調査協力依頼） 

メディア：Google Drive を利用したウェブ・アンケート 

調査項目： 

(1) 入力者氏名*必須（確認・連絡用） 

(2) 入力者所属機関（大学）名*必須（参照のため。結果公表時は匿名） 

(3) 分野*必須 

  □医学 □薬学 □工学 □観光 □看護 □経済・経営 □その他 

(4) 学部（あるいは学科）の名称 

(5) 英語等に関する到達目標の概要*必須 

当該学部（学科）における「英語」および「グローバル人材育成」に関する到達目標の概要 

(6) 到達目標に含まれる外部試験・制度等の分類*必須 

□公的な制度（コアカリなど）  

□任意の制度（JABEEなど）  

□専門的な公的試験（薬剤師国家試験など） 

□専門的な任意の試験（工業英検、医学英検など）  

□一般的な英語試験（TOEIC、TOEFL、IELTS、英検） 

□CEFR、CEFR-J をベースにした到達度指標 

□学内（学部内）独自の試験・基準  □その他:  

(7) 外部試験・制度等の名称 

(6)で挙げた外部試験・制度等の正式名称 

(8) 外部試験・制度等の概要 

(6)で挙げた外部試験・制度等の概要 

(9) 専用の教材の有無*必須 

  □ある □ない 

(10) 教材が「ある」場合、その内容 

(11) 特記事項   運用上の特記事項、問題点など 

これまでの状況：12 月の締切までに 35 件の回答があった。結果を精査し、今後の調査継続・拡

大に向け、調査方法、項目、対象等を再度検討している。 


