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国際バカロレアにおける言語プログラム

の改革−その2
岡 崎

陣（日本語・日本事情）

4 Ab inltio Japanese program
言語プログラム改革の一・方の中心ほ先に見たように語学Aと言われるグル・−

プ1の言語にあった。本稿では他方の中心である，語学Bといわれるグループ
2の言語，特にその中でも動きの大きい日本語について見ていく。
（l）現行のAbinitioJapaneseプEIグラムの評価
日本語においてほ，既に．1986年から語学Bの下級レベルをAbinitioという
名称に切り替え，同時に内容も大きく変えて，今回のプログラム改革に先
鞭をつけてきた。しかしながら，現行のAbirlitioJapaneseのプログラムに
問題がないわけではなく，言語のプログラム全体の見直しの中で現行の
Abirlitio．Japaneseも改革の対象とされ，既に改革案も提出されている。出
された具体的な改革案を見る前に，現行のAbinitioJapaneseの特徴及び問
題点をまず検討しよう。
（11） 現行のAbinitioJapaneseプログラムの特徴
Abinitio導入以前の語学B日本語の下級レベルとそれに代わった現行の
Abinitioの使用テキストを比較してみると，現行のプログラムの特徴が明
らかになる。以下がIB本部から指示されたテヰストである。
1985年までの 語学B 下級レベル 日本語
下記AかBかCを選択
A 次のテキストから二つを選択
伊藤左千夫「野菊の墓」
志賀 直哉「城岬にて」
太宰 治「走れメロス」
芥川竜之介「くもの糸」，「鼻」，「羅生門」
遠藤 周作「海と毒薬」
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川端 康成「伊豆の踊り子」
壷井 栄「母のない子と子のない母と」
宮沢 賢治「風の又三郎」
尾崎 −雄「虫のいろいろ」
小島 信夫「アメリカンスクールと小銃」
国木田独歩「忘れ得ぬ人々」
林 芙美子「ふきんとさかなの町」，「なき虫小僧」
室生 犀星「幼年時代」
小泉 八雲：3つの物語を選択
武名小路実蔑「友情」
宮沢 賢治「銀河鉄道の夜」
北 杜夫「ドクトルマンボー航海記」
石島 武郎「生まれいずる悩み」
星 新一「ばくちゃん」（他10編）
山本 有三「路傍の石」
B… 上のリストから1つ選択及び上級レベルのセクションBからとった
生活文化のトピックーつ
C上級レベルのセクショソ3からとった生清文化のtピックを二つ。
注：生活文化のトピック（語学B上級レベルのセクションB）は以下の通
りである。
1．現在日本とアジア
2日本の教育制度
3．日本の経済成長
4い伝統的な生活と現在の生活
5．．日本における公害問題
6日本におけるハイテクノロジー
7．日本の自然資源
8．．日本の外交政策
9日本の若名文化
10．日本の宗教一過去と現在
11．．学校独白（IB部の承認が必要）
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両者を比較して明らかなことは，Abinitioになって大きく変化した点とし
て，第一・に，従来の下級レベルのシラバスから文学観質的分野が完全に取

り除かれ，その結果「文法」と「文化」の二本立てとなっていることであ
る。これは従来のいわば「母語教育」から一歩「外国語教育」へ踏み出し
たものとして評価されるだろう。第二に，テキストの選択肢を予めIB本部
から与えてその中から各学校に選択させるという形式自体は従来と変わら
ないが，各学校による選択の幅が極端に小さくなり殆ど本部指定となって
いる点が挙げられる。これは．カリキュラムの統一イヒを内容的にも保証する

ことを目指したものとして注目される点である。
従来のプログラムとも共通し，かつ全体のプログラム改革との関係で現
在検討課題とされている点が三点ある。第一は，実際のカリキ，ユ．ラムが
IB本部が年帆回実施する資格試験から逆に規定される形で作成されている
ことである。言い換えれば，受験予備校とのアナロジ・−をするなら，受験

予備校においては目標大学の入試問題の分析に基づく傾向と対策がカリ
キ．ユ．ラムの基本に据えられるのと同様に，IBにおいては本部が行う試験が
到達目標以下のカリキュ．ラムを与える形になっていると言える。
第二ほ，第一・とも関連するが，日本の小中学校あるいほ高校においてカ

リキュラム決定及びその実施に大きな力を持っている学習指導要領や指導
書に．当るものが存在しない点と同時に他力担当する教師の力量に一切がか

かってくるという問題を争むこととなる。
第三は，評価の問題である。評価ほ．，現在，担当教師による内部評価，

外部のexaminerによる筆記試験，そして外部の面接官による口頭試験の三
者の評価を総合してIB本部で行われている。担当教師による内部評価は，
具体的な項目を挙げて実際担当している教師が行う。筆記試験の問題は，
外部で統一・して作成され，採点も同様である。内容は簡単な文法問題，及

び作文である。
口頭試験ほ各学校単位で外部から試験官が来て実施される。インタ
ビュ．・−の形式をとっといるが，内容は，受講者が実際に授業の中で学習し

た「生活と文化」から題材をとり，会話及び音読が軸となっている。具体
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的にほ，試験前に予め各学校からIB本部にたとえばJapanesefor Todayの
これこれのレッスンをカバ−したから，これこれこのような問題を作って
受講者にインタビ、ユ．・−・してくれといった要望を投出する。すると，IB本部
はそれらの要望に沿う形で試験を行う形になっている。現場の声による
と，口頭試験の後，受験者は大体の場合よくできたと満足気にインタ
ビェ：を終わるそうである。この反応は，たとえば受験者のproficiency
levelを認定するという目的で行われるACTFLの口頭試験とは対照的であ
る。ACTFLの口頭試験においては，言語を使って簡単にできることとど
う頑張ってもできないことを明らかにすることによって言語能力のレベル
の確定がなされるという考えからインタビ、ユ．、−が行われるので，受験者の
受ける苦痛も相当なもので，多くの受験者が終わった直後は文字通り疲労
の極に達するというのが通常であるからである。

（1。2） 現行のAbintioJapaneseの問題
文学観賞的分野を除いたという点では，語学Bという「第二言語」として
の言語教育に−・歩近づいたという点で評価できるであろう。しかし，150
時間の教室での学習で到達するというには依然として教授内容のレベルが
高過ぎ，その意味での妥当性が低いという問題点が残る。また，欧米系の
学習者の負担ほ他の語学Bの言語を選択した場合と比べてこれまた依然と
して重く，スペイン語やフランス語などといった言語プログラムとの対比
性が低い 点も問題点として残る。
インド＝ヨ・−・ロッパ語系の言語を母語とする学習者にとっての，日本語
など同系列に属さない言語の習得の困難さは−・般的な想像を超えるものが
ある。下の表は英語を母語とする学習者が−・定期間内に平均的に期待でき

る達成日標を言語別に−・覧表にしたもので，アメリカのFSI（Foreign
ServiceInstitute）で作成されたものである（注1）。
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Expected Levelsof speaking proficiencylnlanguages
taught at the Foreign ServiceInstitute（1982）
groupl（Afrikaans，Danish，Dutch，Haitian Creole，Italan，Norwegina，

1＋

2

2

2＋

2
3

group 2

＋

16週間（240時間）
24週間（480時間）

1

1／1＋

＋

平均

1

8週間（120時間）

高

最低

期間

最

Portuguese，Romanian，Spanish，Swahili，Swedish）

（Bulgarian，Dari，Farsi，German，Greek，Hindi，Indonesia

Urdu）
期間

最低

平均

最高

16週間（480時間）

1

1／2

1＋／2＋

24週間（720時間）

1＋

2

2＋／3

44週間（1，320時間）

2／2＋

2＋／3

3／3＋

group 3（Amharic，Bengali，Burmese，Gzech，Finish，Hebrew，
Hungarian，Khmer，Lao，Nepali，Philipin0，Polish，Russian，
Sinhala，Thai，Tamil，Turkish，Vietnamese）
期間

最低

平均

最高

16週間（480時間）

0

1

1／1＋

24週間（720時間）

1＋

2

2／2＋

44週間（1，320時間）

2

2＋

3

2 2

＋
＋

2

88週間（2，400−2，760時間） 2＋

1

1＋

高

44週間（1，320時間）

最

1

1

0＋

＋

16週間（480時間）
24週間（720時間）

1

最低

均

期間

平

group4．（Arabic，Chinese，JapaneSe，Korean）

3

3
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表中の数字は以下に見られるように言語能力の各レベルを表し（注2）
言語能力ゼロとその言語のネイティブスピ・−か−の持つ言語能力の間に4
段階設けたものである。
言語能力ゼロ

0

0＋ 初級 初歩的な項目が多少話せる
1−1＋

句／単語単位

サバイバル可

文単位
事実のみ
2−2＋ 職業生活が可能となる
段落単位
上級 こみいった状況への対処ができる 事実のみ
中級 基本的な生活ができる

3−3＋ 敬語や抽象的話題が扱える

談話単位

起上級 スムー・ズな談話

仮定も

ネイティブスピー・カー

この表から分かることは，ヨ・一ロッパ系言語を母語とする者にとってス
ペイン語なら24週間の集中的な学習で職業生活が可能な程度の言語能力が
獲得できるのに対し，日本語でほその倍の44週間もかかるということであ
る。身のまわりのちょっとした用を足すぐらいの言語能力の場合にも，ス
ペイン語なら8週間で可儲なのに対し，日本語では3倍の24週間かかるの
である。日本語では，8週間，つまり120時間の学習では言語能力はゼロの
段階を超え．ることが難しく，12週間，つまり240時間勉強してようやくゼ
ロを超え，身の周りの基本的な用が日本語で足せるという1（つまり中
級）の段階に入るのである。Abinitioに与えられた授業時間ほ．150時間であ
る。

したがって，この表から見る限り，アメリカ人受講塵やイギリス人受講
生などの英語話者にとっては先に見たように文学観質的分野を除いたAb
initioであっても，現行のままではただただ歯がたたない困難なものとして
しか存在していないと言えよう（注3）。
第二をこ，Abinitioでほ教科書を合計5冊指定しその中から選択させてい
ることから内容的に教授内容を統一する方向にあると言えるが，それでも
いわゆる学習指導要領や指導書のようなものが存在せず，年一度の資格試
験が各教師に到達目標を与えるような現状の方式では，加盟学校間の格差
を温存しIBとしての統…・プログラムを維持することは困難（信頼性が低
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（2）新しいAbinitio BJapanese programの撞
このような問題の根本的な解決を目指して，89年10月にさらなる改革案が
提出された。
（2。1） 新しいAbinitio BJapanese programの内容
その具体的な内容を，第一，受講名のニ・−ズをどう把捉しているか，第
二，改革プログラムの実施手順はどうなっているか，第三，プログラムの
概要ほどうなっているか，の順でみていく。
第一・に，受講者ニ・−ズは以下のように二つの点から把握されている。

（1）語学Bをインドネシア語や日本語，中国語などで取り，かつ，よい評
価を得てdiploma（修了証）を取得したい。
（2）インドネシア語や，日本語，中国語などの新しい外国語に挑戦してみ
たい。

つまり，受講者を｝部の語学センスに優れた者に限定することなく多くの
受講者を対象とし，同時に一定時間を日本語学習にかければそれなりの成
績を上げられるようなコ1−IスがAbinitioとして考えられていることが分か

る。
第二に，AbinitioBSubsidiaylevelを以下のように規定して日本語に限
らず他の幾つかの言語においても設置することを求めている。
外国語として150時間の基本的に教室においてのみの学習で到達でき
るレベルを幾つかの言語においてAbinitioBSubsidiarylevelとして設
置する。この実施は，段階的に行う。
第一・段階：中国語，日本語，インドネシア語。1991年軟から導入。

第二段階：アラビア語，ロシア語，スペイン語。1992年か1993年秋に
導入。
これは，Abinitioを日本語に限らずヨー・ロッパ語系でない他の言語にお

いても置くことで将来的に増えていくであろう受講者のニーズに応えよう
という姿勢が見られる。
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第三に，AbinitioJapaneseのプログラムの概要は以下のものとする。以
下は90年秋のワークショッブで提起されたものである。

A．対象受講者：1．日本語学習の経験のない老。

2い 第ニリ 第三の外国語学習を欲す者。
：1．当該言語による伝達能力の養成

Bい 目的

2小 文化的知識の理解
3．更なる言語学習への基盤作り

C．．評価基準：1．読み書き／口頭によって意志伝達ができるか。
2り −・般的な日常生活上の諸問題を言語で解決できる

か。
3小 その言語が使われている国の文化についての知識
・理解があるか。
D一．アウトライン

1．言語：基本的な4技能を使っての伝達を可能とする言語能力。
口頭能力に焦点をおく。
1istening（聴く）とspeaking（話す）：
a．自然な話し言葉を沢山聞かされる。

b．シラバスにリストされたトピックについて単純な会話がで
きる。
reading（読む）and writing（書く）：
c，．シラバスにリストされたトピックについての簡単な文章の

理解。その言語が話されている国において日常生活を営む
上で要求される簡単な標識や注意書きの理解。
d、シラバスにリストされたトピックについて簡単なメモや文
章を書く。
2‖ 文化

シラバスにリストされたトピックと関連する文化的側面を学習す
る。
3．シラバス（トピック）
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1‖ 自分，家，家族，友人の描写
2．季節と天気
3… 買い物

4．時間と時
5．身近な用を足す
6… 余暇

7．健康
8‖ 学校生活

9．休日と旅行
10い 将来の計画

11．緊急事態
E‥ 評価

内部評価と外部評価を50％ずつとする。

内部評価：50％ 口頭 aい 聴解 b．会話
外部評価：

15％：：コ・−スワ1−ク（受講者の自由選択による。文化的側面に
焦点を絞って日本語で書く）

35％：書き（written work）
a linguistic paper（言語学的なトピックによる小論文）
b．composition（作文）
cい 与えられたものに基づいた書きのタスク

（2 2）新しいAbinitio BJapanese programの内容
1．2で見た問題の解決策としては，1，．到達目標，2い アウトライン
（言語及び文化），3ル 評価の各領域について詳細に．提示することによっ
て，プログラムとしての妥当性及び信頼性の確保を目指していると言える。
また，ネイティブスピ・−か−の履修を明確に外す（これによって言語プロ
グラム間の対比性が確保される）。と同時に語学Aの改善によって，従来
語学Bに流れて来ていたネイティブスピーカー・に第二の語学Aを取らせる
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形を追求し，そうすることによってそれらの受講者のニ・−ズにも対応しよ
うとしていると言えよう。
しかしながら，この改革案をめくトっても様々の問題がある。一つほIB本
部から提出されている「言語のプログラムを横断した統一目標の設定」に
見られるように，未だにヨ・−ロッパ語系を母語とする学習者が日本語，
国語などのヨ一ロッパ語系に入らない言語を学習する場合の学習負担の問
題がIB本部の視野に十分に入っているとは言えない問題である。
言語のプログラム改革という大きな動きの中で，プログラムの信頼性を
確保す−ることを目指して「どの言語のプログラムにも共通した達成目標
を」という点がともすれは従来にも増して強調されがちである。実際，改
革案をめく小る討論の中で（90年の秋に東京で開かれた言語Bグル・−プの
ワ一−クショップ）IB本部から出された統仙目標匿対してフランス語やスペ

イン語などのヨ・−・ロッパ語系の教師グ

／レープが賛成したのに対し，日本語

の教師グル・−プからは目標が高すぎるとして修正が求められたりしたとい

うことである。（注4）
異なる言語のプログラムを統一・的に対等に扱うというのは，それらに機
械的に同一の達成目標を与えるというのであってはならないだろう。150
時間あるいは240時間という授業時間から逆に学習内容を決定し，受講者
の学習負担に焦点を当て，ゼロから始めた受講者がその授業時間の中で達
成きる内容を達成目標とすることでなければならない。したがって，結果
的には言語間で異なったレベルの目標を設定するという状況を認めること
があってもよい。むしろ，そのような選択肢がとられて初めてこの間魔の
本質的な解決が図られると思われる。
さらに，議論を一歩進めて，フランス語やドイツ語などのプログラムと
異なる日本語独自の達成目標を作ることに全体的な合意が得られたとして
も，日本語を日本国内で学習する場合と海外で学習する場合とでは学習内
容や学習目標に大きい差が出て来るという問題が予想される。たとえば，
国内の受講者の場合は普段の日常生活で目にし耳にする日本語の言語資料
が圧倒的に多いことから，海外の受講老と比べて少ない学習時間で多くの

中
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ものを学習することが基本的に可能である。またこのような量的相違のみ
ならず，受講者が必要と考える学習項目あるいは言葉を使って行うタスク
（課題）においても両名の間にほ大きい隔たりがあるだろうことは想像に

難くない。したがって，漢字を幾つ必修にするかという問題に端的に表現
されている問題はもっと奥が深いと言える。
このような違いを前提にして，同じ日本語のプログラムであっても，海
外及び国内で達成目標の具体的項目に差を設けるのかどうか論議になると
ころであろう。学習する老を出発点としようという現在の語学教育の基本
的流れに即して考えるならこの問題にはむしろ積極的に関わるべきという
線がでてくると思われる。
また，ネイティブスピ1−か−の履修を認めないと言っても，ある受講老
が特定の言語のネイティブスピーカーかそうでないかを判断するのにはか
なりの困難が伴うことほ先に見た通りである。
改革案の実施は更なる困難を伴っている。それほこの改革案が提出され
て以降現在までの取り組みの状況からも推測される（注5）。提出された
プログラムは従来のものから内容的にいわば180度転換している。具体的
にほ．：

（1）到達目標を「伝達能力の養成」に置いて，その言語が使われている環
境で言語を使って機能できることを基本的な学習目標とする。従来の
Abinitioにおいては基礎的な文法知識の理解に重点が置かれていたこ
とと比べると目標自体が大きく変わったと言える。
（2）言語資料を「自然に話されている言菓」と身の周りにあるサインや標
識に求めている。漢字を必須から外す。従来は初級向けに書き直され
た教科書用の言葉及び300字の漢字の学習であった。
（3）学習活動が「問題解決型学習」になっている。従来は言語を使って何
かをするのではなく，言語の形を練習すればそれで終わりであり，言
語練習そのものが目的とされた。
このような教育内容・方法における180度の転換ほ，教師のみでなく受講
者にとっても大問題であり，無理なく現場に導入するためには様々の工夫
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が重要であると思われる。具体的には以下のようなことが当面必要になる
だろうと思われる。
（1）150時間で経験ゼロの学習者に教授可儲な学習内容の更なる吟味と，
その具体的な形を提出する。骨子は先に紹介した改革案においてアウ
トラインとして提出されているが，具体的なもの（テキストブックや
タスクブック等）はまだ出されていない。アウトラインのみ出して後
は現場の教師に任せるという形にした場合は，統一・的なプログラムを

与えることにならない。
（2）教師研修の必要性

文法知識の詰め込みに焦点をおいて教えて来た教師にとって，この転
換は易しい仕事ではない。しかも，現場でほ教師のスケジュ．・−・ルはか

なり過密であり（−・日平均5時間の授業），自己研修の時間ほ殆ど取
れない実情のようである。
（3）語学B上級レベルも併せて改革の必要がある。将来的には現在の語学
B上級レベルは語学Aの5か6のコ−・スに移行するのが妥当ではない
だろうか。
5結びに
今回のIBの言語プログラムの改革は，AbinitioJapanese改革案一つをとって
みてもその産みの苦しみは我々外部の者の想像を絶するものがある。しかしな
がら，それだけにこの改革案の実施に向けての取り組みは，その成果のみなら
ず，一つ一つの過程が，真に学習者のニ1−ズに基づいた，現実的な第二言語教
育のプログラムの創造に関心を持つ日本語教師に測り知れない教訓を与えよう。

注
1いOmagio p。21からの引用である。

2。ACTFL ProficiencyGuidelinesを簡略化してまとめたものである。どの言
語にも通用するとされるGenericと合わせて各言語別，四技能別に細かく規
定されている。以下にGenericのSpeakingのGuidelineを例として挙げる。
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ProvisionalGenericl・Descriptions−Speaking
Novice−Low
Unabie toJunctioninthe spokenlanguageOraJproductionis
limited to occasionalisolated wordsEssentially no communica−
tive ability
Novice−Mid
Able to operate oniyin a vrerylimited capacity withjn vely
predictableareasof needVocabularylimited to that necessary
to express simple elementary needs and basic courtesy
formukaeSyntaxis fragmented，inflections and word endings
frequently omitted，COnfused or distorted and the majority of
utterances consist of isolated words or short formulae
Utterances rarely consist of more than two or three words and
are marked by frequentlong pauses and repetition of an
interlocutor swords Pronunciationisfrequentlyuninteligibleand
is strongIyinfluenced by firstlanguageCarlbeur王derstoodonly
with difficu11ty，eVen by persons such as teachers whoareused
to speaking with non−native speakers orininterctions where
the context strongly supports the utterance
Abld to satisfyimmediate needs usinglearned utterances Can
Novice−High
ask questions or make statements with reasonable accuracy
only where this involves shoIt memorized utterances or
formulae Thereis no realautonomy of expression，although
there may be some emerging signs of spontanelty and
flexibilityThereis a slight increasein utterarlCelength but
fTequentlongpauses and repetition ofinterlocutor s words still
occur Most utterances are telegIaphic and word endings are
Often omitted confrsed or distorted Vocabularyislimited to
areas fo jmmedjate survivalneeds Can differentiate most
phonemes when produced inisolation but when they are
COmbinedin words or groups of words，errOrS arefrequent and，
even w汀h repetjtion，ma．y SeVerelyinhibit communication even
With persons uesd to dealing with suchlearners Little
developmentin stress andintonationis evident
IrltermediaterLow Able to satjsfy basjc survivalneeds and minimum courtesy
rewuirementsIn areas ofimmediate need or on very familiar
topics，Can aSk and answersimplequestions，initiateand repond
to simle statements，and maintain very simple face−tO−face
COnVerSations Where asked to do so，is able to formulate some
questions withlimied construcions and muchinaccuracy
A】most every utteTanCe COntains fractured syntax and other
grarnmaticalerrorsVocabularyinadequate to express anything
but the most elementary needsStronginterferencefrom native
Janguageoccursin artjculatjon，StreSS and entonation Misunde−
rstandings ferquently arise fromlimited vocabulary and
grammar and erroneous phonology but，with repetition，Can
generaJly be understood by native speadersin regular contact
With foreigners attempting to speak theirlanguageLittle
precisionininformation conveyed owlng tO tentative state of
grammaticaJdevelopment andJirrJe or no use ofmodifiers
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Intermediate−Mid

Able to satisfy some survivalneeds and somelimited social
demands，Is able to formulate some quesions when asked todo
SO Vocabulary permits permits discussion of topics beyond
basic survialneeds such as personal history andleisure time
activities Some evidence of grammaticalaccuracy in basic
COnStruCtions，for example，Subject−Verd agreemenr，nOun−agre−
ement，SOme nOtion ofinflection
Intermediate−High Able to satisfy most survivalneeds andlimited socialdemands
Shows some spontaneityinlanguaga production but fluencyis
Very uneVenCaninitiate and sustain a generelconversation
but haslittle understanding of the socialconventions of
COnVerSation Developing董1exbilityin a range of circumstances
beyondimmediate survivalneedsLimited vocabulary range
necessitates much hesitation and circumlocution The commo−

Advanced

Advanced Plus

ner tense forms occur but errors are frequent in formation and
SelectionCan use most question forms While somewordorder
is established，eStablished，errOrS Stilloccur sti1loccurin more
COmplex patternsCannot sustain coherent structuresinlonger
utternces or un董amiliar siruationsAbility to describe andgive
preciceinformationislimitedAware of basic cohesive features
SuCh as pronouns and verbinflections，but many are unreliable，
especiallyiflessimmediatein referenceExtended discourseis
largely a series of short，discrete utterancesArticulationis
COmprehenside to native speakres used to dealing with
foreigners，and can combine most phonemes with reasonable
COmprehensibility，but stillhas difficulty in producing certain
SOunds，in certain positions，Orin certain combinations，and
speech will usually be laboIed Still has to repeat utterances
frequently to be understood by the general public Able to
produce some narrationineither past or future
Able to satesfy routine socicaldemands andlimited work
requirements Can handle with confidence but not with facility
most socialsityationsincludingintroductions and casual
COnVerSations about current events，aSWellaswork，family，and
autobiographicalinformation；Can handlelinited work requireme−
nts，needing helpin handling any complications or difficulties
Has a speaking vocabulary sufficient to repond simply with
SOme Circumlocution；aCCent，though often quite faulty，is
intelligible；Can uSually handle elementar．y constructions quite
accurately but does not have thorough or confident control of
the grammar
Able to satisfy most work requirements and show some ability
to communicate on concrete topics relating to particular
interests and specialfields of competence Generally strongin
either grammar or vocabulary，but notin bothWeaknesses or
unevennessin one of the foregoing orin pronunciationresultin
occasional miscommunication Areas of weakness range from
Simple constructions such as plurals，articles，prepOSitions，and
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negatives to more complex structures such as tense usage，
passive construCtions，WOrdorder，and relative clauses Normally
controls general vocabulary with some groping for everyday
vocabulary still evident Often shows remarkable fiuency and
ease of speech，but under tension or pressurelanguage may
break down
Able to speak thelanguage with su董ficient structuralaccuracy
Superior
and vocabulary to participate effectivelyin most formaland
informalconversations on practical，SOCial，and professional
topicsCan discuss particularinterests and specialfields of
COmpetenCewith reasonab】e easeVocabularyis broad enough
that speaker rarely has to grope for a word；aCCent may be
Obviously foreign；COntrOlof grammar good；errOrS virtually
neverinterferewith understanding andrarelydisturb thenative
speaker
Descriptions−Listening
Provisional Generic
Novice−Low
No practicalunderstanding of the spokenlanguage Understan−
dinglimited to occasiorlaliso】ated words，SuCh as cognates，
borrowed words，and high frequency socialconventions
Essentially no ability to comprehend even short utterances
Novice−Mid
Sufficient comprehension to understand some memoIized words
Withinpredictable areas of needVocabulary for comprehension
iimited to simple elementary needs and basic courtesy
formulae Utterances understood rarely exceed more than two
Or thTee WOrds at a time and abilityto understandischaracter−
ized bylongpauses forassimilationandbyrepeated requestson
thelistener s part for repetition，and／or a slower rate of
speech Confuses words that sound similar
Sufficient comprehension to understand a number for memoriz−
Novice−High
ed utterancesin areas ofimmedjateneedComprehandssligh打y
longer utterancesinsituations where the contextaids underst−
anding，SuChas at the table，in a restaurant／store，in a train
／ busPhrases recognized have for the most part been
memorized Comprehends vocabulary common to daily needs
Comprehends simple questions ／ statements about family
members，age，address，Weather，time，daily activities and
interests Misunderstandings arjse form failure to perceive
Criticalsounds or endings Understands even standard speech
with difficulty but gets some mainideas Often requires
repetitionand／oraslowed rate of speed for cQmprehension，
even whenlistening to persons such as teachers who are used
to speakingwith non−natives
Intermediate−Low Sufficient comprehension to understand utterances about basic
SuTvivalneeds，minimum courtesy and travelrequirementsIn
areas ofimmediate or on very familiar topics，Can understand
non−memOrized material，SuCh as simple questions and answers，
StatementS，and face−tO−face conversations in the standard
language Comprehension areasinclude basic needs：meals，
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lodging，tranSpOrtation，time，Simpleinstructions（eg，rOute directions）and routi
COmmands（eg，from customs officials，pOlice）Understands

mainideasMisunderstandings frequently arise fromlack of
VOCabulary or faulty processing of syntacticinformation often
CauSed by stronginter董erence from the nativelanguage or by

theimperfect and partialacquisition of the target grammar
Intermediate−Mid Sufficient comprehension to understand simple conversations
about some survivalneeds and somelimited socialconventions

Vocabulary permits understanding of topics beyond basic
Survivalneeds such as personalhistoryleisure tirne aCtivities
Evidence of understanding basic constructions，for example，
Subjectverb agreement，nOun−adjective agreement；evidence
that someinflectionis understood

IntermediateLHigh Sufficient comprehension to understand short conversations
about most survivalneeds andlimited social conventions

Increasingly able to understand topics beyondimmediate
Survivalneeds Shows spontaneityin understanding，but speed
and consistency of understanding unevenLimited vocabulary
range neccessitates repetition for understandingUnderstands
COmmOner tenSe formsand somewordorderpatterns，including
most question forms，but miscommunication stilloccurs with

more complex patterns Can get thegist of conversations，but
CannOt SuStain comprehensioninlonger utterances orin
unfamiliar・Situations Understanding of descrptions and detailed
informationislimited Aware of basic cohesive features such as

pronouns and verbinflections，but many are unreliably
understood，eSpeCiallyif other materialintervenesUnderstandi−

ngislargelylimited to a series of short，discrete utterances
Stillhas to ask for utterances to be repeated Some ability to
understand the facts

3もちろん，日本語学習の困難さほ日本語の−・般的な特性ではない。中国語
やハングル語を母語とする学習者については，統計は出ていないけれども経
験的には，英語を母語とする学習者にたとえばスペイン語が易しいように，
日本語ほ易しいと言えそうである。但し，IBで現在問題になっているのは，
数の上で多数を占めるヨーロッパ系言語を母語とする学習者による日本語，

中国語等の学習なので当面は問題にならない。が，今後IBの認知が更に地理
的に拡大していけは学習者の母語と学習言語との関係は多岐に渡りより複雑
な問題として出て来るであろう。

4リ1991年10月に持たれた語学Bのワ・−クショッブでは横並びの達成目標の設
定をめぐって白熱した論議があり，IB本部から出された目標に対して日本語
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教師グルー・プからは以下のような修正案が出されたということである。数字

は達成レベルを表す。本文で使用したものとは異なるレベル表（The
English−Speakingunion snine−1evelscale）を用いているので数字をそのまま
比較することはできない。

IB本部提出の目標 修正案（日本語） 語学B下級 3．5−6√．5 2−5 Abintio 1−3．5 1−2．5
語学Al，A2
語学B上級

4．5−9

4．5−6

45−7。5

5、91年実施がパイロット校でまず試行してからというようになって来たこと
に見られるように改革の全面実施にはまだまだ時間がかかりそうである。
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