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5. 特別シンポジウム概要 

大学英語教育における「教育の質保証」に向けて大学英語教育における「教育の質保証」に向けて大学英語教育における「教育の質保証」に向けて大学英語教育における「教育の質保証」に向けて 

―「外部試験」導入の議論を通じて「外部試験」導入の議論を通じて「外部試験」導入の議論を通じて「外部試験」導入の議論を通じて― 

 

１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨 

 

提案者：西川 美香子氏 

 （公益財団法人 日本英語検定協会教育事業部国際課アドバイザー） 

 安藤 益代氏 

（一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）IP 事業本部長） 

 根本 斉氏 

（国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 TOEFL 事業部部長） 

司会者：尾関 直子氏 

（明治大学教授） 

  

2013 年 8 月に京都大学で行われた大学英語教育学会第 52 回（2013 年度）国際大会の 2 つの全

体シンポジウムでは，国内の英語教育関連学会，および国内の英語教育学会の代表者による提案

と議論を通じて，「教育再生実行会議で提案された大学入試制度（英語）の改革案について」（通

称「京都アピール」）が最終提言された。「京都アピール」では，教育再生実行会議が主に改革の

対象として挙げていた大学入試制度を改革に応える形で提言がまとめられている。しかしながら，

大学入試制度の対とも言うべき卒業者に対する「教育の質保証」については，追記に「大学卒業

時に，各大学の学部・学科に応じて TOEFL 等の外部試験を活用することは検討に値する」とま

とめられたに過ぎなかった。このようなある種のアンバランスが生じたのは，大学入試制度改革

の話題が社会的も大きな反響を呼び，学界にとっても喫緊の検討課題であったが故のことであり，

時間的に限られた中においては仕方のない側面もある。 

本年の特別シンポジウムでは，昨年の全体シンポジウムの最終提言を受け，ますます日本社会，

とりわけ産業界からの要請が高まっている，大学における「教育の質保証」の問題について取り

上げたい。英語教育における「教育の質保証」を考えたとき，大学においては「単位」（および，

その単位の基となる点数）が一定の意味を持っているが，「外部試験の点数」も同じような意味

を持っている。また，そのような現状を反映して，外部試験の点数に応じて「単位」を与える大

学も，もはや珍しくはない。このように，英語教育における「教育の質保証」と「外部試験」と

いうのは非常に密接な関係にある。したがって，今回のシンポジウムには，現在，多くの日本人

が受験する国際的外部試験の実施団体（日本英語検定協会（英検・IELTS），国際ビジネスコミュ

ニケーション協会（TOEIC），国際教育交換協議会（TOEFL））をパネリストとして登壇し，各団

体の考える「教育の質保証」について提案していただく。 

英語教育における「教育の質保証」について考えるとき，もう一つ忘れてはならないのが，質

保証の基準となる「評価基準」である。英語教育における質の保証とは，「一定の英語能力を有

していること」を保証することに他ならないが，実のところ「英語能力」がどのように定義され
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るのかについては統一的な見解は存在しない。そのことが英語教育における質保証を考えるとき

に議論を一層複雑なものにしていると考えられる。言語使用という観点から，語彙や文法，4 技

能というものが最も基本的な能力であり，言語コミュニケーションを支えているということに異

議を唱える者は少ないであろうが，しかし，それだけが英語能力の全てであるという意見に賛同

する者もまた少ないであろう。とりわけ，大学における英語教育では，アカデミックスキルズや

クリティカルシンキングなどの広義の言語技能に関する能力が重要である。また，英語という言

語そのものの性質や英語を取り巻く文化や歴史といった――かつては，それは教養と呼ばれた

――言語運用能力以外の知識や理解を涵養することも重要な役割と考える者もいる。 

もとより統一的な質保証のあり方を定めることは不可能であるが，本シンポジウムでは大学に

おける「英語能力とは何か」という議論を通じて，大学英語教育における「評価」がどのような

方向を目指すべきかについての共通理解を深める場としたい。 

 

２２２２    パネリストの略歴と所属組織の紹介パネリストの略歴と所属組織の紹介パネリストの略歴と所属組織の紹介パネリストの略歴と所属組織の紹介 

 

西川 美香子（日本英語検定協会教育事業部国際課アドバイザー） 

Mikako Nishikawa is currently an advisor to the Eiken Foundation of Japan, supporting educators in 

developing effective instructional strategies that incorporate the use of language proficiency tests in 

classrooms. While in that position, she also teaches English for Academic Purposes at the university level. 

Her research interests include e-learning, course design, and curriculum development for L2 learners. 

 

公益財団法人公益財団法人公益財団法人公益財団法人 日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会 

【名称】 

公益財団法人 日本英語検定協会 

【設立年月日】 

1963 年 4月 1日 

【代表者】 

理事長 松川 孝一 

【所在地】 

東京都新宿区横寺町５５ 

【事業目的】 

この法人は，「実用英語技能検定」等の英語能力判定事業のほか，様々な機会を通じて，実用

英語の研修・教育事業やその普及向上に繋がる事業への助成等を行い，もって実用英語の習

得及び普及向上に寄与することを目的とする。 

【主な事業】 

（１）英語能力判定事業 

（２）実用英語の研修・教育事業 

（３）実用英語の習得及び普及向上に繋がる研究及び事業に対する助成事業 

（４）その他，この法人の目的を達成するために必要な事業 
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安藤 益代（一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）IP 事業本部長） 

Masuyo Ando is General Manager of IP (Institutional Program) Division, the Institute for International 

Business Communication. She has 18 years' experience in consulting for Japanese educational institutions 

on international education. Currently she is in charge of the TOEIC institutional programs for corporations 

and universities in Japan. 

    

一般財団法人一般財団法人一般財団法人一般財団法人    国際ビジネスコミュニケーション協国際ビジネスコミュニケーション協国際ビジネスコミュニケーション協国際ビジネスコミュニケーション協会会会会 

The Institute for International Business Communication（（（（IIBC））））  

【名称】 

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会 

（The Institute for International Business Communication） 

【設立年月日】 

1986 年 2 月 19 日 

【代表者】 

理事長 室伏 貴之 

【所在地】 

〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-2 山王グランドビル 

《Mission of IIBC》 

To promote smooth communication in the global community. 

【IIBC のミッション】 

人と企業の国際化の推進を基本理念にグローバルコミュニティにおける円滑なコミュニケー

ションの促進をミッションとしています。  

【事業目的】 

国際的な企業活動及び語学教育を通じたグローバル人材育成に伴う人的コミュニケーション

に関する能力評価テスト・プログラム等の実施・普及・調査研究等を行い，国際的コミュニ

ケーション能力の開発及び向上を図り，もって国際的な経済活動及びグローバルな人材育成

の促進に寄与することを目的とする。 

【主な事業】 

■TOEIC 事業 

英語能力の測定・評価を通じて，グローバル人材育成に貢献 

■出版・ラーニング 

英語学習をサポートするツールの開発・提供 

■調査・研究 

豊富なデータをもとに英語教育の新たな可能性を追求 

■各種情報提供 

英語能力の向上を支援する様々な情報を提供 

■グローバル人材開発 

グローバルビジネスパーソンの育成を支援 
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根本 斉（国際教育交換協議会（CIEE）日本代表部 TOEFL 事業部部長） 

Hitoshi Nemoto joined CIEE Japan in 2007. Prior to joining CIEE, he was involved in international 

student exchange for more than 20 years in a US non-profit organization. Currently, he manages the 

marketing of TOEFL, also operation of TOEFL testing products produced by Educational Testing Service 

(ETS). 

 

国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会 

Council on International Educational Exchange (CIEE)  

【名称】 

国際教育交換協議会日本代表部 

【設立年月日】 

1965 年 3 月 

【代表者】 

大竹 和孝 

【所在地】 

東京都渋谷区神宮前５−５３−６７ コスモス青山 

【事業目的】 

《Mission of CIEE》 

To help people gain understanding, acquire knowledge and develop skills for living in a globally 

interdependent and culturally diverse world. 

【CIEE のミッション】 

世界はお互いに依存している一方で，文化的には多種多様に異なっています。その中で生き

てゆくすべとして，国際理解を深め，知識を蓄え，スキル・能力を向上させる手助けをする

ことを CIEE は理念としています。 

【主な事業】 

■国際交流事業 

1965年に日本で初めて20代の若者をアメリカの大学に派遣して以来，海外の大学を拠点とし

た研修を，大学生，教職員，社会人を対象として実施してきました。現在は，海外でのボラ

ンティアやインターンシップ，団体語学研修，日本国政府の事業への協力など多岐にわたっ

てプログラムを運営しており，1965年の事業開始以来，CIEEプログラムへの参加者は6万人に

上ります。 

■TOEFL® テスト日本事務局としての活動 

1981年に米国テスト機関Educational Testing Service（ETS，本部ニュージャージー州プリンス

トン）の委託を受け，TOEFL® テスト事務局としてペーパー版TOEFL® テスト（Test of English 

as a Foreign Language）の日本での運営を開始しました。現在は，TOEFL® テスト全般に関す

る広報活動，日本で年間19万人以上の実績を持つ団体向けテストTOEFL ITP® テストの運営・

実施，ETSによって開発された英文ライティング指導・支援ツールCriterion およびTOEFL® テ

スト準備学習教材などの提供を，受験者・教育機関向けに行なっています。 
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司会 尾関 直子（明治大学教授） 

Dr. Naoko Ozeki is a professor at Meiji University. Her areas of interest are learning strategies and CEFR. 

She published "Learning Strategies and Metacognition" in Learner Development in English Education 

(Taishukan) in 2011 as well as “How to Verify the Validity of CAN-DO Lists” of the CEFR-J Handbook 

(Taishukan) in 2013. 

 

３３３３    特別シンポジウム発表内容特別シンポジウム発表内容特別シンポジウム発表内容特別シンポジウム発表内容 

  

質問１質問１質問１質問１    試験ではどのような英語力を測っていますか？主な対象者はだれですか？試験ではどのような英語力を測っていますか？主な対象者はだれですか？試験ではどのような英語力を測っていますか？主な対象者はだれですか？試験ではどのような英語力を測っていますか？主な対象者はだれですか？ 

 

日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会 

弊会では様々な英語 4 技型テスト（リスニング，リーディング，ライティング，スピーキング）

を実施している。特に弊会のスピーキングテストは全て対面インタビュー式のテストである点が

特徴的である。特に高等教育関係者に関わりのある 4 つのテストを紹介する。 

・英検（学習指導要領を踏まえつつ，日常生活から幅広い社会的な話題を扱った４技能型テ

スト。） 

・TEAP（学習指導要領を踏まえつつ，アカデミックな場面での英語使用に特化した４技能

型テスト。） 

・IELTS（海外留学などにおける英語力の指標として世界的に評価の高い４技能型テスト。） 

・BULATS（EU を中心として広く世界に普及しているビジネス英語に特化した 4 技能テスト。） 

 

国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会 

TOEIC プログラムのコンセプトは「英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する」ことであり，

職場ならびに日常生活における英語力の測定テストとして開発された。TOEIC プログラムにはリスニング，

リーディングを測定する TOEIC テストと，スピーキング，ライティングを測定する TOEIC S&W テストがある。

国際的に通用し，社会で広く認められており，英語力を測る一貫した尺度として定着している。テストの内

容は ETSが独自に定める基準，品質，公平性に沿って作成されている。全世界で年間 700 万人（年齢は

10 代から 50 代くらいまで，うち約半数が学生），150 カ国，14,000 の団体に活用されている。 

 

国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会 

TOEFL iBT®テストは，「読む，聞く，話す，書く」の 4 技能を統合的に測定する Academic English 

Test です。各セクションの配点は 30 点，合計 120 点が満点となります。本テストでは，主に英語

を使用して高等教育機関で学ぶにあたり必要となる英語力を測定するもので，CEFR では B1 か

ら C1 レベルまでが測定の対象範囲となっています。主な受験対象者は，英語を使用して大学，

大学院で学ぶことを目的とする方です。 

 

質問２質問２質問２質問２    大学英語の質保証のために卒業要件として，貴社の試験を使用するのは，適当であると大学英語の質保証のために卒業要件として，貴社の試験を使用するのは，適当であると大学英語の質保証のために卒業要件として，貴社の試験を使用するのは，適当であると大学英語の質保証のために卒業要件として，貴社の試験を使用するのは，適当であると

思われますか？その理由もお聞かせ下さい。思われますか？その理由もお聞かせ下さい。思われますか？その理由もお聞かせ下さい。思われますか？その理由もお聞かせ下さい。 
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日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会 

各大学に委ねられるが，弊会としては適当であると考える。その最大の理由は，上記テストは，

CEFR（Common European Framework of Reference for Languages：ヨーロッパ言語共通参照枠）を

元に，言語教育の達成度を計測しているため，世界的にも通用性が高く信頼性が高いため。 

 

国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会 

「英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する」というコンセプトに基づき，国際的に通用し，

社会で広く認められているテストである。費用・回数・会場数の点でも受験がしやすく，公正・適正な試験

を実施している。日本の大学の卒業要件という特定の目的のためではなく，ETS が独自に定める基準，

品質，公平性に沿って作成されている。2013 年度は日本で 69 万人の大学生が受験し，483 校の四年制

大学が採用している。産業界の英語力の基準に活用されているため比較データも多い。CEFR との参照

基準，スコア別 CanDo ステートメントや，その他豊富な受験データから様々な測定可能性を調査できる。 

 

国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会 

上記に記載していますが，TOEFL iBT®テストは大学・大学院で，英語によって学ぶ場合に必

要となる英語力を測定します。従って日本の大学において TOEFL iBT®テストのスコアが卒業要

件として適当であるかの判断は，スコアユーザーとなる各大学の判断に委ねられるものと考えま

す。 

 

質問３質問３質問３質問３    大学の一般入試で４技能を測定することには賛成ですか？その理由もお聞かせ下さい。大学の一般入試で４技能を測定することには賛成ですか？その理由もお聞かせ下さい。大学の一般入試で４技能を測定することには賛成ですか？その理由もお聞かせ下さい。大学の一般入試で４技能を測定することには賛成ですか？その理由もお聞かせ下さい。 

 

日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会 

賛成である。外部試験を導入し客観的データを用いることで，入学してくる学習者のニーズに

合致した体系的なカリキュラム作りが可能となる。今後，大学では，「英語」で学問を学ぶ機会

が増えていくと思われるため，学習者のレベルを知ることはきわめて重要である。 

 

国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会 

日本人の英語発信力を高めるという点から，4 技能を測定することは意義があると思われる。 

 

国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会 

大学の一般入試において，4 技能を測定する英語試験にて受験者の英語力を判断すべきかどう

かは，上記２と同様，入試選抜試験を行う大学側の判断になるものと考えます。合わせて，平成

20 年に改訂された文部科学省高等学校指導要領英語編においては，「読む，聞く，話す，書く，

の 4 技能を統合的に育成する」と表記されており，高等学校における英語の履修内容が 4 技能育

成を目指しているものであることも鑑みて，4 技能測定の必要性を判断していただくことが適当

と思われます。 

 

質問４質問４質問４質問４    大学の一般入試に，貴社の試験は適当であると思われますか？その理由もお聞かせ大学の一般入試に，貴社の試験は適当であると思われますか？その理由もお聞かせ大学の一般入試に，貴社の試験は適当であると思われますか？その理由もお聞かせ大学の一般入試に，貴社の試験は適当であると思われますか？その理由もお聞かせ下さ下さ下さ下さ

い。い。い。い。 
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日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会 

適当である。大学のメリットは次の 3 点が考えられる。①独自に英語 4 技能の個別試験を実施

するよりも外部試験を活用する方が試験運営にかかるコストの低減につながる，②信頼性のある

外部試験を導入することで受験者の英語運用能力を定量的に測ることができる，③またそのスコ

アで「何ができるのか」という事がほぼ担保される点である。 

 

国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会 

「英語によるコミュニケーション能力を総合的に評価する」というコンセプトに基づき，国際的に通用し，

社会で広く認められているテストである。日本の大学の入学試験という特定の目的のためではなく，ETS

が独自に定める基準，品質，公平性に沿って作成されている。費用・回数・会場数の点でも受験がしや

すく，公正・適正な試験を実施している。2013 年度は 5.4 万人の高校生，69 万人の大学生が受験し，336

校の四年制大学が入試に関して活用している。2014 年度のセンター入試との比較データや，CEFR との

参照基準，スコア別 CanDo ステートメントや，その他豊富な受験データから様々な測定可能性を調査で

きる。 

 

国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会国際教育交換協議会 

TOEFL iBT®テストはその目的（Academic English Test として，英語を使用して大学，大学院で

学ぶ場合の英語力測定）のためにデザインされています。実際に学ぶ・もしくは学校生活をおく

る上で，英語で行わなければならない様々なタスクの特性を反映するテスト内容となっており，

各セクションのトピックには，題材を読み必要な要点をまとめたり結論を推論すること，トピッ

クを聞きながら話の構成や全体を理解すること，筋道立てた話や文章を書くことといった目的が

含まれています。また「話す」「書く」については，単純に話す・書くという問題だけではなく，

「読む」「聞く」という他の技能を組み合わせた Integrated Task を導入することにより，より

Communicative で実際に即した英語力の測定が可能となっています。「話す，書く」の評価に関

しては ETS が作成した評価基準である Rubrics に基づいて判定がなされ，またそれらの Rubrics

は Web 上等において公開されており，受験者や教育者はそれらの評価基準を参照することができ

ます。各大学において，TOEFL iBT®テストが一般入試に適切であるかを判断いただくには，そ

のような TOEFL iBT®テストの特性をご理解いただいた上で，決定していただくべきと考えます。 

 

その他アピールその他アピールその他アピールその他アピール 

 

日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会日本英語検定協会 

より適切な試験を導入するには，学習者のレベル，目指す領域や目的によって必要となる言語

技能が異なること，そして学習者のニーズを十分に理解する事が重要である。その上で，種々の

外部試験を上手に活用する必要があることを提案したい。また CEFR という共通指標を用いるこ

とで必ずしも入口と出口が同じテストでなくても一定の評価ができる点も，世界基準で考えれば

外部試験を導入するメリットになりうることを重ねて強調したい。 
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国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会 

外部テストにはそれぞれ特徴があるので，各大学はアドミッションポリシーと照らし合わせて，ふさわし

いと判断する外部テストを活用いただければよいと考えている。日本人の英語力向上は，諸分野で世界

における日本のプレゼンスを高めていく上でも喫緊の課題であり，グローバルかつ大局的な視点で論じ

るべき問題であると考える。 

 

 

４４４４    追加事項追加事項追加事項追加事項 

 

国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会国際ビジネスコミュニケーション協会 

日本人の英語力の向上が喫緊の課題であり、大学在学中、卒業後、社会人としても生涯      

学んでいく姿勢を身につけるという視点が重要であると考える。 

 

５５５５    総括総括総括総括（尾関直子） 

  

今回のシンポジウムに，日本英語検定協会，国際ビジネスコミュニケーション協会，国際教育

交換協議会の各団体がパネラーになってくださったことに心から感謝を申し上げたい。おかげで，

このシンポジウムを聞きに来てくださった方は，それぞれの団体の試験の特徴や内容が詳しく理

解することができたのではないか。 

高等教育と外部英語検定試験の関係は今後ますます，結びつきが強くなっていくと予想させる。

大学や学部が作る自前の試験より，妥当性，信頼性がある外部英語検定試験は，大学入試，大学

院入試，プレイスメント試験，教育の質保証などに活用される機会が今後ますます多くなると予

想される。 

文部科学省では，外部英語検定試験を大学入学試験や教育の質保証に導入することを現実化し

ようとしており，「英語力評価及び入学者選抜における英語の資格・検定試験の活用促進に関す

る連絡協議会」を昨年設立した。シンポジウムの提案者であるすべての団体がこの連絡協議会の

委員となっている。また，昨年スーパーグローバル大学創成支援に採択された大学のほとんどが

質保証と入学試験に，シンポジウムに参加してくれた団体の試験や国際バカロレアなどの外部検

定試験の利用を計画書に盛り込んでいる。今後もますますこの傾向が強まることは間違いない。 

入学試験や教育の質保証において，各団体の試験の点数が，他の試験と比べてどのような位置

にあるのかが明確になれば，大学にとっても外部試験を使用しやすくなる。そのためには，外部

英語検定試験を主催している団体同士の協力が必要であるが，すでにお互いの協力は始まりつつ

ある。「英語 4 技能試験情報サイト http://4skills.eiken.or.jp/」も開設され，各団体の試験の情報が

わかりやすく解説されている。今後，実験や調査研究に基づいたお互いのスコア比較を正確に行

って欲しい。 

大学としては，それぞれの学部のアドミッションポリシー，カリキュラムポリシー，ディプロ

マポリシーに対する責任を果たす義務を誠実に受け止める必要がある。アドミッションポリシー

に関係する入学試験に関して言えば，個々の大学，学部において，『学習指導要領』にそって 4

技能を測る入学試験を行うことは，大きな大学では物理的に極めて難しいし、中小の大学では財
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政的に問題がある。また，受験生に複数回受験のチャンスを与えることも難しい。それらを可能

にする外部英語検定試験を入学試験に採用することは理にかなっている。また，カリキュラムポ

リシー，しいては，ディプロマポリシーにおいては，大学が教育に責任を持つ，卒業時までに確

かな英語力を学生が身につけると確約することは必要である。いずれにしても教員が好き勝手に

英語を教えて，その結果に責任を持たない時代は終わった。各学部，各大学が，教育の質に責任

を持ち，入学したときの学力（偏差値等）で学生が判断されるのではなく，卒業時の学力で学生

が判断されるように努力することが必要である。それがなくては，大学教育の意味がなくなる。

その一端として，大学が，入学者の卒業時までに達成できる英語力を明示し，各団体の試験を利

用し，客観的なデータを公開することがこれからの大学に望まれることであり，大学英語教育学

会として取り組むべき大きな課題である。 

  


