京都工芸繊維大学が独自に開発運営するコンピュータ方式(CBT)の英語スピーキングテスト

KIT Speaking Test: English for the 21st Century
Test of English as a Lingua Franca

本学は、平成 26 年度から、４技能（聞く・話す・読む・書く）の円滑な発達を保障することを目指し、独自に開発したコンピューター
方式の英語スピーキングテストを定期的に実施しています。これは、ネイティブスピーカーの英語を絶対的な手本として、その手

本にどれだけ近づいたかを測るテストではありません。間違いを恐れることなく、使える語彙や文法をクリエイティブに使って、
与えられた課題を達成する能力を測るデストです。グローバル社会で求められる「話の中身で勝負できる英語力」
「伝える英語力」
を学生に習得してもらうために、学内で定期実施するとともに、平成 30 年度（29 年 12 月実施分）よりダビンチ（AO）入試にも導
入することになっています。

コンピュータ方 式 ( C B T ) の ス ピ ー キ ン グ テ ス ト と は ？
モニターとヘッドセットを介して、映像と音声で出題さ
れ、ヘッドセットに装着されたマイクを通して回答しま
す。写真を見て答える問題や、会話を聞いて内容に関する
質問に答える問題などがあります。

【KIT Speaking Test の特徴】

- リンガフランカとしての英語運用能力を測る
- 21 世紀型スキルを要する問題項目

- 望まれる波及効果を得るためのテストデザイン

- 受験者の特質やニーズを考慮したテーラーメイド
- 大学が CBT
（実施・採点システム）を開発
- 心理統計研究者による統計的検証
- 透明性（内部情報の公開）

何のためのテス ト か ？（ テ ス ト の 目 的 ）
1. グローバル社会で活躍するために求められる口頭の英語運用能力の
習得度を測定します。
2. 学生たちが英語を学び・使う際の姿勢に正の波及効果をもたらすよ
う、テストを介して、以下のメッセージを発信します。

スピーキングは日常会話に限定されるものではなく、現代社会では
欠 くことのできないシリアスなコミュニケーションモードである。

学生たちは言語発達のどの段階においても、ネイティブスピーカー
とも対等なリンガフランカとしての英語ユーザーであり、コミュニ

ケーションをする際に、ネイティブスピーカーの発音、文法，言い回
し、文化的習慣などを規範にする必要はない。自信を持ち、使いうる
言語材料を駆使して、伝えるべきことを確実に伝えることが最も重
要である。

口頭のインタラクションでは、即時に発話することを求められるの

で、意識的な準備をせずに発話することに慣れておかなければなら
ない。

3. 大学および大学院入試への英語スピーキングテスト導入に向けた実現
可能性を検証する。

何を測るテスト か ？（ テ ス ト の 構 成 概 念 ）
リン ガ フ ラ ン カ（ 共 通 語 ）と し て 英 語 を 使 い 、2 1世紀型スキルを駆使して、タスクを達成する能力を測定します

→従来のスピーキングテストでは、ネイティブスピーカーの英語を習得の規範として、学習者の発する言語が音韻・形態・統語等

の面で、その規範にどれだけ近づいているかが評価されます。しかし、英語が世界各地で多様化するとともに、リンガフランカと
してノン・ネイティブスピーカー同士で使われることが多くなった今、学習者の英語をネイティブスピーカーの英語に照らして
評価することの妥当性は揺らいでいます。京都工芸繊維大学の研究開発チームは、いかなる規範にも依拠せず、学習者が発する

言語の効果・効力を評価観点とするスピーキングテストの開発に取り組んでいます。

学生配布用のテスト紹介資料より

何が試されるか?

・「リンガフランカ（共通語）としての英語」を使いこなす能力

多様な英語がノン・ネイティブスピーカー同士で用いられることが多くなった今、
ネイティブスピーカーの英語を手本にする必要はありません。
細かい発音を気にし

たり、
文法の間違いを恐れたりすることなく、
伝えたいことを伝え、
達成すべき課題

（タスク）
を達成する能力が試されます。
リンガフランカとしての英語ユーザーであ
ることを自負して、
手持ちの語彙や文法を駆使して堂々と自己表現しましょう。

・「21世紀型スキル」を発揮してタスクを達成する能力

マニュアルどおりに働くことや定型的なスキルを使いこなすことは機械にもでき
ます。21世紀のグローバル社会で求められるのは、創造力、批判的思考力、問題発

見・解決力、意思決定力など、既成の知識や概念を拡張したり革新したりする能力
です。これらのスキルを駆使して、与えられたタスクを効果的に達成する能力が評
価されます。大事なのは話の中身です！

リ ンガフランカ と し て の 英 語 ( En glish a s a L i n g u a Fr a n c a ) の 理 念 を 基 盤 に
コンピュータ方式のテストでありながら、テストの目的、構成概念（何

を測るか）、タスクタイプ（問題項目）、評定基準、評価者、評定方法など
には、リンガフランカとしての英語 (ELF) の理念が通底しています。

回答を引き出すプロンプトとして使われる会話音声においても、ノン・
ネイティブスピーカーとネイティブスピーカーが対等な ELF ユーザー

として対話しています。また、録音にも、ネイティブスピーカーとノン・

ネイティブスピーカー（日本語および他言語の話者）が参加しています。

スピーキングテ ス ト の 構 成
スピーキングテストは、3 つのパート、全 9 問から構成され、45 秒で回答する問題と 60 秒で回答する問題があります。
問題
番号

テーマ

プロンプト

1
2

Imagine
想像する

Photo
写真

3

Compare
比べる

Two photos
2枚の写真

4

5

6
7

Identify diﬀerent
values
価値観の違いを見
Audio dialogue
きわめる
& photos
会話音声と写真
Take position
立場を定める
Identify problem
問題を発見する
Problem solving
問題を解決する

Audio dialogue
& photos
会話音声と写真

リハー
サル
(秒)

回答
(秒)

0

45

0

45

0

45

0

60

0

45

0

60

8

Plan and organise
立案する, 企画する

Nil
なし

60

60

9

Persuade
説得する

Nil
なし

60

60

21st century skills: Learners should ...
試される21世紀型スキル
think creatively and demonstrate originality
創造的に考え，独創性を発揮する
analyse alternatives and draw reasonable
conclusion
選択肢の特徴を見きわめ，合理的な結論を下す

Spoken language proﬁciency: Learners
should ...
試される言語能力
speak coherently and clearly
筋道を立てて明確に話す
compare, decide and justify
比較し，決断し，理由を述べる

summarise and contrast diﬀerent points of
understand diverse values and perspectives
view
多様な価値観や見方を理解する
異なる意見を要約し，対比する
evaluate arguments and decide own
position
対立する意見を客観的に評価し，自らの立場を
定める
interpret information to identify problem
情報を適切に解釈して，問題点を見きわめる
ﬁnd solution to problem
問題の解決法を見いだす
identify and organize component parts to
make a plan
目標達成に必要な作業や手順を見きわめ，計画
を立てる
promote and inﬂuence
奨励して，他者を動かす

state and justify own position
自らの立場を明らかにして，正当化する
describe problem
問題点を説明する
propose solution to problem
問題の解決法を提案する
suggest a plan and series of steps to
achieve goal
目標達成に向けた道筋や手順を提案する
persuade by presenting a positive image
and message
肯定的なイメージやメッセージを伝えて，他
者を説得する

評価の方法
評定基準（2016年9月現在）

すべての問題について、話の内容（21世紀型スキルを発揮して求められたタスクを効果的に達成できるか）と、話し

ぶり（与えられた時間を有効に使い、自信を持って分かりやすく伝えることができるか）が、
8対2の割合で評価され

ます。
受験者には、
用いることのできる語彙や文法を駆使して、
伝えたいことを堂々と伝えきることが求められます。
Score
rating

Task achievement (80% weighting)

Task delivery (20% weighting)

5

The task is achieved, being developed with a satisfactory
level of detail.

The delivery is mostly conﬁdent and fully intelligible. The time
is used well (i.e. the speaker keeps talking throughout the
given time without unnatural pauses, hesitations, or
repetitions).

4

The task is mostly achieved, with some supporting detail in
places.

The delivery is intelligible most of the time, and the time is
used quite well despite occasional pauses, hesitations, or
repetitions.

3

The task is partially or minimally achieved, being supported
with some basic detail.

The delivery is generally intelligible although the time is not
eﬀectively used because of slow delivery, unnatural hesitations,
or repetitions.

2

The task is addressed, but there is no or very little
supporting detail.

The delivery is only partly intelligible. The speaker keeps trying
but frequently falters.

1

There are some relevant words, but the task remains
essentially unachieved.

The delivery is unintelligible most of the time, or the speaker
gives up trying.

0

There is no relevant contribution (e.g. content is entirely
unconnected to topic).

The speaker does not start the task (e.g. s/he is silent, utters
only ﬁllers, or just says, ʻI donʼt knowʼ).

採点者

すべての問題について、1 つの音声回答につきネイティブスピーカーと ELF ユーザー（ノンネイティブスピーカー）
が対等に採点します（100% 重複採点）。各問の各評価観点について、２人の採点者のスコアに２点以上の差が出た
場合は、上級採点者が再採点を行います。
第１回
実施日
回答数
採点者
採点方式

第２回

2015/1/20-22
9問

2017/1/7, 8

2015/12/19,20

受験者670名 = 6,030回答

ネイティブスピーカー

第３回

7名

9問

受験者713名 = 6,417回答

ネイティブスピーカー

9名

ELFユーザー（日本語話者） 7名

ELFユーザー
（フィリピン在住）

1人の採点者が、均等に配分された
テストの9問すべてを採点

1人の採点者が１問のみを担当して、
全テストを採点

9名

9問

受験者727名 = 6,543回答

ネイティブスピーカー

ELFユーザー
（フィリピン在住）

9名
9名

1人の採点者が１問のみを担当して、
全テストを採点

※ネイティブスピーカーと日本語話者は、本学の常勤・非常勤講師
フィリピン在住の ELF ユーザーはオンライン英会話レッスンの講師

本学が企業と共同開発したオンライン採点システム（2017年改修前）

サンプル問題

※文字と音声で出題され、Q.1-7では、即答が求められます。

Q.1､ Q.2 では、正解のない問題に対応する柔軟な発想が求められます。
筋道を立てて､分かりやすく説明する能力も問われます。

Q.3 では、選択肢の特徴を見き
わめて、合理的な判断を下す能
力が問われます。結論を明らか
にするとともに、両者を比較し、
説得力のある理由を述べること
が求められます。

Conversation 1 を聴いた後で、
Q.4、Q.5 に答えます。

Q.4 では、異なる意見を相対的
に理解する能力が問われます。
両方の意見の要点を効果的に対
比することが求められます。

Q.5 では、対立する意見を自ら
の価値観に基いて評価し、
立場を
表明することが求められます。
例
を用いて、
主張に説得力を持たせ
るように指導しています。

Conversation 2 を聴いた後で、
Q.6、Q.7 に答えます。

Q.6 では、話者が抱えている問
題を見きわめることが求められ
ます。問題点を整理して、分かり
やすく説明する能力も問われま
す。
※Q.8、Q.9では、回答の前に1分間のリハーサルタイムがあります。

Q.7 では、困難な問題の解決法
を見いだす能力が問われます。
与えられた情報に基づいて、実
現可能で成功率の高い解決法を
提案することが求められます。

Q.8 では、目標達成のために必
要な作業や段取りを見きわめ、
効果的な計画を立てる能力が問
われます。企画の内容や手順を
分かりやすく説明することも求
められます。

Q.9 では、特定の事柄について、
肯定的なイメージやメッセージ
を伝えることにより、他者を説
得したり動機づけたりする能力
が問われます。積極的なアピー
ルが必要となります。

テ スト実施実績（2 0 1 7 年 3 月 末 時 点 ）

回数
実施年度

実施日

第１回
(2014年度)

2015年
1月 20〜22日

第２回
(2015年度)

2015年
12月19,20日

第３回
(2016年度)

2017年
1月7, 8日

受験者
１年次生
アンカー
延べ
１年次生
アンカー
延べ
１年次生
アンカー
延べ

551名
45名
686名
575名
69名
713名
568名
53名
727名

使用テスト
バージョン
Ver. 1, 2, 3
Ver. 4, 5
Ver. 6, 7, 8

※アンカー：複数バージョンのテストのスコアを統計的に等化するために全バージョンを受ける受験者

望 まれる波及効 果 を 得 る た め の 試 み
■テストの趣旨、受験の心構え、準備方法の周知を徹底しています
・ 新入生オリエンテーション、学務課HPでのテストの告知
・ 英語科HPでのテスト内容の紹介

・ 専任教員が必修科目の全クラスを訪問して説明

・「受験の心得」
「日本語の解説付サンプルテスト」の配布
・ テスト紹介動画の公開

■ スコアを Interactive English（インタラクション中心の必修科目）の
成績に組み込んでいます

紙バージョンの解説付きサンプルテスト
（動画バージョンもある）

受験者用スコアシート

今 後の予定と研究 課 題
■予定
・ 2017年12月

ダビンチ(AO)入試への導入(予定)

・ 第4回(2017年度)

・ 2018年6月

学部1年次生対象テスト実施（予定）

博士前期課程推薦入学（３X３）特別入試への導入（検討中）

■課題
・ ELFの運用能力を測るための評定基準、採点や採点者訓練の方法を確立し、テスト
の信頼性を高める
・ 受験者の学習意欲を喚起できるようなフィードバックを行う
・ スピーキングテストと普段の指導・学習に明確な関連性を持たせる

■事業問合せ 京都工芸繊維大学 基盤科学系 英語科
■事務担当

京都工芸繊維大学 学務課 学務企画係

eng-dept@kit.ac.jp
075-724-7123

gakumu@jim.kit.ac.jp

