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「大学英語入学試験とスピーキング：統合的評価と
いう側面から」	  

中村　優治（慶應義塾大学文学部教授）	
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 ある入試説明会において	
Ａ. 質疑応答と展開 
Question 1: どんな課題をさせるのか　(Task) 

 例：描写問題、論述問題、e-mail 着信文に返事を	 
 書かせるなど	

Question 2: どれくらいの時間でさせるのか	 (Time) 
 例：描写問題　５分、論述問題２０分、e-mail 作	 	 
 文１５分など	

Question 3: どんな項目で評価するのか	 (Evaluation 
 items) 
 例：語彙、文法、文と文のつながり、構成、内容	

Question 4: 何人の採点者がどのような基準で評価する
 のか(Raters and Rating Criteria) 
 各レベルの典型的なサンプルを準備する	
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 ある入試説明会において	
Ａ. 質疑応答と展開 
Question 1: どんな課題をさせるのか　(Task) 
   主要分野----- test content, test method,prompt,  

   response task 

Question 2: どれくらいの時間でさせるのか	 (Time) 
 主要分野-----test constraints, practicality 

Question 3: どんな項目で評価するのか	 (Evaluation 
items） 

 主要分野----- test construct, test content, construct 
    validity, content validity 

Question 4: 何人の採点者がどのような基準で評価するのか	 
(Raters and Rating Criteria) 

 主要分野----rater reliability, rating scale, rater  
   training, rating criteria 4	



	  A	  new	  test	  development (cf. Council of Europe, 2001; O’Sullivan and Nakatsuhara, 2011)	

 What is to be assessed (construct and content) 
 The employment of a range of tasks to provide 
test takers with opportunities to perform their best 
(test method) 
 Indication of how the performance is scored 
(rating criteria and raters) 
 Explanation of how the test result is interpreted 
(score interpretation) 
 Separate scores must be reported for each task, not 
a single combined score (test result reporting) 
 The development of locally sensitive instruments 
(practicality) 
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1.  Validity	  
2.  Reliability	  
3.  Prac=cality	  
4.  Authen=city	  	  
5.  	  Impact	
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大学英語入学試験問題と一般英語テストの相違点（参考：
JACET英語教育体系評価とテスト　pp.116）	 
	 １．社会問題の側面を持つこと	
	 	 入試は人生に多大な影響をあたえるので、高い妥当性
  と信頼性が必要（さらに実行可能性も）	
	 ２．指導要領を考慮すべきこと	
	 	入試は主に高等学校の卒業生を対象とした試 	
	 	験であるから、小、中、高の教育の基盤とな 	
	 	る指導要領の内容を考慮しなくてはならない。	
 ３．多様な大学が作成した多種の問題が一括りにして論じ
  られること	
	 ４．多様な大学の求める学生像がことなること	
	 	 それぞれの大学で求められる英語能力はさまざまであ
  る。	
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○ 外国語科については、その課題を踏まえ、「聞くこと」や「読むこ
と」を通じて得た知識等について、自らの体験や考えなどと結び付け
ながら活用し、「話すこと」や「書くこと」を通じて発信することが可能と

なるよう、中学校・高等学校を通じて、４技能を総合的に育成す
る指導を充実するよう改善を図る。	  

○ 指導に用いられる教材の題材や内容については、外国語学習に
対する関心や意欲を高め、外国語で４技能を総合的に育成する発信
しうる内容の充実を図る等の観点を踏まえ、ための活動に資するも
のとなるよう改善を図る。	  

○ 「聞くこと」、「話すこと」、「読むこと」及び「書くこと」の４技
能の総合的な指導を通して、これらの４技能を統合的に活用でき
るコミュニケーション能力を育成するとともに、その基礎となる文法を
コミュニケーションを支えるものとしてとらえ、文法指導を言語活動と
一体的に行うよう改善を図る。また、コミュニケーションを内容的に充
実したものとすることができるよう、指導すべき語数を充実する。	8	



○ 高等学校においては、中学校における学習の基礎の上
に、聞いたことや読んだことを踏まえた上で、コミュニケー
ションの中で自らの考えなどについて内容的にまとまりの

ある発信ができるようにすることを目指し、「聞くこと」や
「読むこと」と、「話すこと」や「書くこと」とを結び付
け、四つの領域の言語活動の統合を図る。	  

○ 高等学校において、中学校における学習が十分でない
生徒に対応するため、身近な場面や題材に関する内容を
扱い、中学校で学習した事柄の定着を図り、高等学校にお
ける学習に円滑に移行させるために必要な改善を図る。	
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Integrated assessment： 

Plakans (2011 and 2012)  defines integrated 
assessment as the use of tests that combine 
two or more skills, such as reading/writing 
or reading/listening/speaking.  
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 Benefits of Integrated Assessment. (Plakans	  ,2011)	   
1) Integrated assessment appreciates that language 
is not a unitary construct; language skills interact 
with one another 
2) Integrated assessment has more authenticity: 
these tasks are similar to those encountered in real-
world language use;  
3) With an input task as inspiration, performance 
tasks in integrated assessment are easier than in 
independent tasks; Test takers show more 
confidence in their performance having read or 
heard something related to the topic; 
 4) Students receive positive wash-back effects 
from these test tasks. 11	



Challenges of Integrated Assessment: 
1)  the construct of speaking ability 
2)  the tasks (test tasks and response tasks)  
3)  the scoring and raters 
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Difference	  between	  Speaking	  and	  
Wri=ng	  

1) Speaking	  takes	  place	  under	  =me	  
pressure	  

2) 	  Speaking	  forms	  are	  reciprocal	  
(interac=onal)	  

(cf.	  Field	  2011)	
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PaMerns	  of	  interac=on	  (cf.Field,	  2011)	  
 Responding	  to	  a	  computer	  screen	  or	  to	  a	   	  

	   	   	  voice	  on	  a	  CD	  or	  DVD	  

 Conduc=ng	  the	  test	  by	  telephone	  
 Having	  an	  interviewer	  present	  

a.  interviewer-‐candidate	  (dialogue)	  
b.  candidate-‐candidate	  (pair	  work)	  
c.  candidate	  (monologue)	  

d.  interviewer-‐candidate-‐candidate	  
	   	   	   	  (mul=logue:	  discussion)	  

14	



 With	  the	  help	  of	  advanced	  and	  network	  
technology,	  WBLT (Web-based language testing) 
has	  become	  a	  major	  medium	  of	  test	  delivery	  for	  
both	  low-‐stakes	  and	  high-‐stakes	  tests.	  

 Online testing can improve the way we 
measure language ability in various ways.  
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WBLT (Web-based language testing) has more 
beneficial factors in language testing practices and 
qualities.  

 One is logistical flexibility.  
 Another is that WBLT can enhance different 
aspects of authenticity: situational and 
interactional authenticity.  
 Still another is that the reliability can be 
improved in WBLT because of consistent scoring 
by computer with regard to common construct 
features (Shin, 2012). 
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  People may still argue that speaking is the most 
difficult to test. 

   However, it can be relatively straightforward if 
we are well prepared and are willing to accept that 
any test is a fine balance between all the 
competing requirements (cf. O’Sullivan, 2012).  

  There should be a trade off among the 
necessary conditions in each testing context. 
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When it comes to an integrated assessment 
of speaking, as Plakans (2012) mentions, 
investigating and advancing constructs for 
integrated skill assessment is a promising and 
challenging field. There is a continued need for 
research as the concept of integrated skills 
assessment continues to evolve. 
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どうもありがとうございました。	
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