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取 組 の 概 要 

本取組は、副専攻英語履修者を主たる対象に、授業外の英語 自 律

学習のための支援プログラムを提供することで、高度な複言 語 運

用能力を養成するものである。また、並行して、多面的な能 力 評

価システムを構築し、学習者の到達段階評価に基づいて、個 々 の

英語力に対応する学習プログラムを開発する。これによって 「 学

習支援プログラム」と「能力評価システム」を一体化した連 環 型

プログラムによる学習の最適化を図る。  

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本取組は平成 21 年度から平成 23 年度までの 3 カ年計画で、「英語学習支援セ

ンター (ELC)」（平成 20 年 4 月設立）が主体となり、全般的な企画立案・各年度

の実施計画の策定などを行った。また、本学「教育情報化支援室」の協力を得て、

教育の情報化促進のために構築された「 TUFS e-Learning System」に基づいて、

e- learning プログラムの開発を行った。具体的には、英語速読・多聴学習支援プ

ログラムや TUFS e 言語ポートフォリオ・プログラムの開発等を行った。業務の

実施は、 外国語学 部長の統 括のもと で、全学 教育支援 組織「世 界言語社 会教育セ

ンター」（平成 21 年 4 月設立）と連携しつつ、全学的な取組として位置づけて行

い、本学 「プロジ ェクト支 援事務室 」による サポート を受けた 。なお、 本取組の

対象は各年度学部全学生約 3,800 名であり、全教員の 12%程度にあたる 20 名前

後の教員が取組全体を通して様々な形で実施にあたった。  
 

(２)取組の実施内容について 

本取組初年度（平成21年度）には、一年次生向けプログラムを改善するとともに、二

年次生を対象とした学習プログラムを開発した。また、主にスピーキング及びライティ

ング評価体制を確立し、多面的評価に基づく「TUFS言語パスポート」を発行した。次

年度（平成22年度）には、英語による講義科目の履修に必要となるスキル強化のための

評価タスクを開発し、「TUFS e言語ポートフォリオ」の基礎開発を行った。最終年度（平

成23年度）には、卒業後も持続的学習の可能な英語学習支援環境を構築にあたり、社会

人英語学習支援プログラムの基礎開発を行なった。以下、各年度の取組の実施内容につ

いて具体的に述べる。  
初年度（平成 21 年度）には、二年次の副専攻英語必修カリキュラム終了時における「言
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語パスポート」の発行を達成するために、多面的能力評価システムの構築を行った。評

価システムの構築にあたっては、スピーキング及びライティング評価者トレーニングを

実施し、欧州共通言語参照枠 (CEFR)に準拠した評価基準と評価課題を開発して、評価テ

ストを行うと同時に、セッション毎のポートフォリオ評価を実現した。そして、多面的

評価に基づく「TUFS 言語パスポート」を、二年次の副専攻英語必修カリキュラム終了

時に発行した。さらには、前年度に開発した一年次向けの学習プログラムを改善し、二

年次向けの学習プログラムを新規に開発した。二年次向けプログラムとしては、アカデ

ミック英語を理解するための実践的トレーニングとして、速読学習支援プログラムを開

発した。また、生の英語音声に多く触れるための多聴学習支援プログラムも開発した。

 次年度（平成 22 年度）には、引き続き、上級年次向けの継続的な学習環境の構築を行

い、専門レベルで必要とされる高度な英語運用能力の育成にあたり、英語による講義科

目の履修に必要とされるスキルのトレーニング・プログラムを開発した。そのために、

副専攻英語授業内で実施可能な評価タスクを開発し、試験的に実施した。具体的には、

単文レベルのライティングの精度をあげると同時に、文脈理解能力を高める談話完成タ

スクと批判的読解力を高める一文要約タスクの 2 つの技能統合型タスクを開発した。さ

らには、生涯学習につなげるための自律的学習支援環境の強化にあたって、自己の学習

目標設定と評価を可能とする「TUFS e 言語ポートフォリオ」プログラムの基本的なプ

ラットフォームの設計を行ない、「TUFS 言語パスポート」の参照基準となる大学独自

の視点を盛り込んだ「TUFS 言語能力フレームワーク」の構築のための英語学習ニーズ

調査データの基礎分析を行なった。  
最終年度（平成 23 年度）には、二年次向けの e ラーニング・プログラムのさらなる充

実と多様化を図ると同時に、副専攻英語授業内で実施可能な評価タスクの本格開発を行

い、既存のプログラムの継続開発を行なった。また、事業最終年度にあたり、上級年次

向けカリキュラムの枠を広げ、生涯学習を視野に入れた社会での英語ニーズを踏まえた

学習プログラムの構築を行った。具体的には、卒業生のネットワークである東京外語会

の支援を受け、社会人英語ニーズ調査を実施し、e ラーニングによる学習を念頭におい

た対面型学習のセッションとのハイブリッド型の社会人英語学習支援プログラムの試作

版の作成を行なった。さらには、「TUFS e 言語ポートフォリオ」の本格的な構築を行い、

副専攻英語カリキュラムとの連携を高めるため、担当教員へのフィードバックを可能と

する、教師レイヤー画面の開発を行なった。  
 

(３)社会への情報提供活動について 

本取組の内容、経過、成果等に関する情報については、大学のホームページやパンフ

レット等での積極的な情報提供に努めた。また、大学英語教育学会 (JACET)や言語テス

ト学会 (JLTA)等の学会などでの発表を通じた研究成果の周知も行なった。さらには、大

学通信の発行する冊子である『卓越する大学』にも、本学英語学習支援センターの取組

を紹介する記事が、取組初年度の平成 21 年度と最終年度の平成 23 年度の二回に渡って

掲載された。これらの広報活動を通して、学生や保護者、学校関係者、研究者のそれぞ

れの文脈における取組内容や成果の周知に努めた。 
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②取組の成果 【１ページ以内】  
 本取組の計画時における達成目標としては、①「英語自律学習支援プログラム」の継

続開発、②「多面的英語能力評価システム」の新規構築、③「東京外国語大学 (TUFS)
言語パスポート」の発行の三点を大きな目標として掲げた。  
 一点目の自律学習支援プログラムの開発に関しては、取組前年度には、既存の e ラー

ニング・プログラムを利用した基礎的なスキルトレーニングの主に一年次生を対象とし

た提供に留まっていたが、本取組により、二年次以降での発展的なスキルトレーニング

で利用可能な「速読・多聴学習支援プログラム」を計画通りに開発することができ、主

専攻英語及び副専攻英語教育カリキュラムを補完する教室外での自律型学習課題とし

て、取組期間の 3 年間に渡って継続的な実施をしてきた。また、スピーキング評価やラ

イティング評価開発の成果を応用しながら、それぞれのセッション内容を充実・強化さ

せ、理解能力だけでなく、発信能力を高めるプログラムの開発も実現した。さらには、

自律学習支援プログラムでは、CEFR に準拠したレベルに基づいたプログラムの提供を

行い、学習者に合わせた学習の最適化を実現した。  
 二点目の多面的能力評価システムの構築にあたっては、主に発信能力の評価開発に取

り組み、学外専門機関の協力のもとで、評価者トレーニングを実現し、信頼性の高い評

価基準と評価体制を構築することが出来た。ライティング評価に関しては、一年次及び

二年次の主・副専攻英語授業内での実施により、各年度 1,000 名近い学生の書いた 3 種

類の課題、約 3,000 枚の作文評価を実現した。スピーキング評価に関しては、初年度の

試行段階を経て、年 2 回の任意受験形式で実施し、次年度 42 名、最終年度 84 名と順調

に受験者数を伸ばしてきた。また、これらの成果は、日頃の通常のセッションにも応用

され、評価を取り入れたフィードバック・セッションの導入を実現した。  
 三点目の言語パスポートの発行に関しては、こうした評価システムの確立を受けて、

二年次末に全学生に対して発行され、各年度 800 枚近くを発行し、国際的通用度の高い

CEFR に準拠した形での対外的な語学レベルの保証を実現した。本学独自の言語能力フ

レームワークの開発に関しては、基礎的な分析の段階に留まり、公開までは至らなかっ

たが、その代わりに優先して、自律学習を支援するシステムとして、オンラインで利用

可能な e 言語ポートフォリオの開発を行なった。また、この開発により、副専攻英語担

当教員への学習者の能力情報のフィードバックとより密接な連携が可能となった。  
取組による教育効果を示す客観的到達度指標としては、TOEIC-IP テストを実施して

きたが、以下に示すように入学時と比較して一貫してスコアの上昇が見られており、本

取組を含めた本学英語教育カリキュラムが一定の成果をあげてきたことが見て取れる。

 
 
 

 

 

 

TOEIC-IP 
平成 20 年度入学者  平成 21 年度入学者  平成 22 年度入学者  

入学時  1 年末  2 年末  入学時 1 年末 2 年末 入学時 1 年末  2 年末

受験者数  777 585 460 784 531 405 777 509 397 

Listening 322.3  349.9  366.2 336.7 350.2 381.8 354.1 355.0  380.5 

Reading 317.7  325.8  342.5 329.3 327.1 360.6 325.1 339.1  355.7 

Total 640.0  675.7  708.7 666.1 677.3 742.4 679.2 694.2  736.3 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】  
 本取組の実施にあたっては、その中間時点において、プログラムの評価・改善を目的

として、第三者による中間評価を実施した。評価委員としては、英語教育、企業英語、

言語評価を専門とする三名の研究者からなる委員会を組織し、事前資料の吟味と当日の

視察及びプレゼンテーションに基づいて、平成 21 年度の 9 月末に開催された審査委員

会における審議のもと、それぞれの委員からのフィードバックを受けた。なお、英語教

育の専門家としては、本取組申請時の審査委員の一人に評価を委託した。  
 中間評価の結果、本取組の教育的意義及び社会的意義について、全体的には高い評価

を受けたものの、取組の主眼となる自律的学習と多面的評価に関して、主に以下の三点

の指摘を受けた。一点目としては、自律的学習としながらも、主・副専攻英語における

進級条件や単位認定条件となっており、自律学習課題の達成条件も細かく設定されてい

ることから、手取り足取りの学習となっており、真の意味で学習者が自律的に学んでい

るかに疑問が残るという点であった。本取組では英語教育の質保証の観点から最低限度

の学習内容を課しており、その点で自律学習と矛盾が生じているとも言えるが、あくま

でも最低限度の学習であり、その後の自律学習のためのストラテジーを取得する段階と

位置付けている。しかしながら、その自律学習の基盤をさらに強化するため、最終年度

においては、自律学習課題の学習内容についても自由度を高め、個のニーズに応じたよ

り主体的な学習が可能となるように工夫した。また、Can-Do 評価の視点を盛り込み、

学習の目標設定と自己評価を支援する「TUFS e 言語ポートフォリオ」の構築を行った。

これにより卒業後も視野に入れた学習者自律性が育成されることが期待される。  
 二点目としては、自律学習の延長としての社会に出てからの実際の使用場面のディス

コース・コミュニティーの意識が弱い点があげられた。本取組最終年度には、英語学習

支援センター立ち上げ時の学生が卒業年次を迎えることもあり、本学としても課題とし

ていたところであったが、中間評価での指摘を踏まえて、本学卒業生組織との連携を図

り、社会人に出て必要となる英語ニーズ調査を実施し、在学時、さらには卒業後の継続

的な学習も念頭においた社会人英語学習支援プログラムの開発に着手した。取組終了後

の本格運用において、グローバル人材育成に向けた社会との接点を強化していきたい。

 三点目としては、多面的評価の多面性ゆえの評価の一貫性への疑問が呈された。多面

的評価の参照基準としては、一貫して国際的基準である CEFR を利用してきているが、

中間審査の時点では、本取組における多面的評価と融合した言語フレームワークの構築

が完成しておらず、全体像が見えなかったことが原因であろう。上述した言語ポートフ

ォリオの開発を優先したため、取組期間においては、基礎分析までとなったが、取組終

業後も開発を継続し、社会人英語との接続も含めたフレームワークを構築したい。  
 こうした第三者による中間評価に加えて、報告書に基づいた本学点検・評価室による

年度ごとの到達度評価も受け、プログラムの本学における教育的意義や進捗状況、予算

の適切な執行等に関しての了承のもと、取組を改善・実施した。また、学生有志との懇

談会の機会も設け、プログラムの自由度などへの学生からのニーズも最大限に配慮して、

改善に努めてきた。さらには、TOEIC-IP 実施時に英語学習ニーズ調査も継続的に実施

してきており、プログラムの改善他、フレームワークの構築等に活用している。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組で残された課題や問題点としては、自律学習支援体制の強化のための「TUFS e
言語ポートフォリオ」の継続的開発と多面的評価を反映した「TUFS 言語フレームワー

ク」の構築があげられる。また、グローバル人材育成のための社会人に求められる英語

力育成と、留学に必要とされるアカデミックな英語力高度化のための学習支援プログラ

ムの継続開発があげられる。さらには、英語をプロトタイプとして進めてきた自律学習

と多面的評価の連環プログラムの多言語への適用も課題と言える。  
本取組財政支援期間終了後の取組としては、これらの課題を解決すべく、平成 24 年度

の本学学部改編に伴い、「グローバル人材育成言語教育プログラム (GLIP)」英語科目と

して、一年次に Interactive English、二年時に Academic English、三年次以降に Career 
English が設けられることに連動した自律学習プログラムの全体の見直しを行う。とり

わけ、留学や社会で必要となる英語学習支援プログラムの継続的な開発を行う。また、

本取組で開発した教材プラットフォームの多言語化を推進しつつ、教材評価にも本格的

に着手し、よりユーザビリティの高いプログラムへと改善していく。  
さらには、新学部生から「TUFS e 言語ポートフォリオ」の正式運用を開始し、自律

学習支援体制の強化を行う。また、ソーシャル・ネットワーク・システムを活用した、

卒業生にも開かれた学習者コミュニティでの、社会での英語使用体験や異文化遭遇体験

の共有を含めた、ウェブ上での協同学習環境の構築を目指し、多言語でのポートフォリ

オ利用の可能性も探っていく。そして、学習者が自律的に目標設定や自己到達度評価を

行うための指標となる「TUFS 言語フレームワーク」を完成させ、各専攻語で期待され

る卒業時までの到達段階目標をシラバスに明示し、本学言語教育のアカウンタビリティ

を高め、提携留学先等とのアーティキュレーションを図ることを目指す。  
英語の使える高度職業人材の育成にむけての学習支援環境の構築にあたっては、在学

時に身につけておくべき社会人英語基礎力の育成のための学習支援のみならず、将来的

には、社会人を対象としたリカレント教育プログラムを、週末や長期休暇中、または、

ウェブを介した遠隔通信システムを利用することで実施することも検討し、社会に開か

れた教育機会の提供の実現を順次行っていく。また、留学に必要なアカデミック英語力

高度化促進支援に向けたプログラムの開発にあたっては、GLIP 英語科目における英語

による講義科目の個別の内容分野に対応した e ラーニング上での補完的スキル学習プロ

グラムの提供や対面セッションでのチュータリングなどを要望に応じて行っていく。  
 取組終了後の実施体制に関しては、本取組の実施主体であった英語学習支援センター

が継続して実施にあたり、言語文化学部・国際社会学部の両学部との緊密な連携のもと、

GLIP 英語科目を中心とした世界教養プログラムでの基礎教育及びその後の専門教育に

おける多言語能力高度化促進を支援する。また、多言語・多文化教育研究センターや留

学生日本語教育センターなど、学内関連部署と連携し、生涯学習及び留学支援センター

としての役割も担い、全学英語教育カリキュラムの教育支援およびコーディネータ的役

割を積極的に果たしていく。経費に関しては、本学既定経費のさらなる重点投資などを

講じた上で、特別経費の申請を予定しており、本取組を全学的な支援体制のもとに維持・

発展させ、専門レベルの英語力の質保証を確実なものとすべく、努力を継続する。  
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本取組目的

英語自律学習
支援プログラム

多面的英語能
力評価システム

連環による
英語力最適化

１．授業外の全学自律学習支援

２．多面的評価による到達評価

３．高度複言語運用力の養成

具体的取組

＊主専攻語専門教育に加えた高度英語力の育成

＊国際的基準(CEFR)に準拠した英語力の公的保証

＊生涯学習に向けた自律学習態度・習慣の育成

速読・多聴学習支援プログラム開発

TUFS言語パスポート（英語）の発行

社会人英語学習支援プログラム開発

TUFS e言語ポートフォリオの開発

自律学習
支援

多面的
能力評価

（H21～）

（H22～）

（H21～）

（H23～）

本取組成果

今後の展開

１．グローバル人材育成のための高度職業人英語力育成

２．TUFS e言語ポートフォリオとTUFS言語フレームワーク開発

３．自律学習支援・多面的能力評価の多言語システム化

基本的日常伝達に必要とされる英語力（B1）

社会人として仕事で必要となる英語力（B2）

複雑な日常伝達に必要とされる英語（B1+）

必要最低限の伝達に要求される英語力（A2）

CEFRに準拠した到達段階指標（TOEIC‐IP換算）

27.4%

14.4%

37.5%

12.9%

入学段階

23.2%

16.9%

38.3%

11.6%

一年次末

17.3%

21.3%

37.5%

7.9%

二年次末

高度職業人・専門家として必要な英語力(C1) 7.9% 10.0% 16.0%

全回受験者総計

(N=1,148)

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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