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研究成果の概要（和文）：大阪大学外国語学部ロシア語専攻における過去 7年間のロシア語検定
試験試行結果を分析，学習者の技能別･問題内容別習得度と各年次教育カリキュラムとの相関性
を調査･考察し，本学教育システムに適合し得る「国際基準」に準拠した（CEFR 基準 A1～B1
の 3レベル）文法･語彙，読解，聴解，作文，口頭発話の 5領域の総合試験を作成，本学「授業
支援システムWebCT」を LMS（学習管理システム）として活用した試験実施システムを開発，
またパフォーマンステストにおける本学独自の客観評価法を確立した． 
 
研究成果の概要（英文）：We analyzed trial results for the Russian certificate exams from 
Osaka University in the past 7years. The results were from the department of Russian in 
school of foreign studies. Each year, we investigated and considered the correlativity of the 
educational curriculum and the levels of acquirement of the leaner depending on their 
skills and the contents of the question. We created a comprehensive examination that 
contain the following 5 different areas; grammar/vocabulary, reading, listening, writing 
and oral communication. The examination is compliant with international standards (A1, 
A2 and B1 of CEFR standards) which can be adapted to our educational system, and also 
established our own objective evaluation method for the performance testing. 
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 直接経費 間接経費 合 計 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 2001 年，欧州評議会によって CEFR: 
Common European Framework of Reference for 
Languages（ヨーロッパ言語共通参照枠－以下
CEFR）が発表されて以来，長年の欧州の言
語教育研究の知見に基盤をおいた先端的な 

"Can-Do statements"（「～ができる」というコ
ミュニケーション能力記述）形式の言語能力
レベル評価システムが国内外で大きな注目
を集めてきた．CEFR は外国語教育のシラバ
ス，カリキュラム，教科書，試験の作成，お
よび学習者の能力評価時における共通基準
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としてその「包括性」「明示性」「一貫性」が
高く評価され，日本国内でも国際交流基金が
CEFR を参考に「日本語教育スタンダード」
を開発，慶應義塾大学外国語教育研究センタ
ーなどでも CEFRの基本コンセプトの一つで
ある複言語主義（plurilingualism）に着目した
「複言語･複文化能力開発プロジェクト」が
進められた．しかしながら，これらの取り組
みは理念･枠組作りの段階に留まっており，
具体的な言語能力レベル評価システムの構
築にまでは至っていなかった． 
(2) ロシアでは 1999 年，ロシア連邦教育省
によって CEFRに準拠したロシア語検定試験
が開発されているが，大阪大学外国語学部
（旧大阪外国語大学外国語学部）ロシア語専
攻では，到達度の客観的評価システム確立に
関連してこのロシア語検定試験に着目し，評
価システム確立へ向けた基盤整備の一環と
して 2000 年よりこの検定試験に準拠した統
一試験の試行を行なってきた． 
(3) 上記のような事情の下，7 年間の本学で
の試験結果データ分析を行い，本学の教育環
境の実情に即した 4年間の教育課程全体の到
達度評価システムとして，ロシア語総合試験
の開発の必要性が高まっていた．  
 
２．研究の目的 
(1) 本研究は大阪大学外国語学部ロシア語
専攻に対して求められている「国際的に通用
する高度なロシア語運用能力の育成」という
目的達成に向け， 
① 7 年間のロシア語検定試験試行結果デー
タの分析による本学ロシア語教育の「国際的
統一基準」による質的評価と問題点の明確化， 
② (1) の分析結果，さらには本学の教育環
境の実情を踏まえ教育課程 4年間全体の到達
度目標設定および各年次への段階的目標配
分案の作成， 
③ ロシア連邦教育省主催ロシア語検定試験
をはじめとする国内外における国際的統一
基準による語学検定試験内容の検討，実施状
況・問題点の調査， 
④ (1)－(3) の調査・分析結果をふまえ，到
達度評価システムを支える各学年総合試験
を開発し，その実施を制度的に保障するWeb
化をはじめとする独自の試験制度体制の確
立 という具体的な目的をもっている． 
(2) 本研究の成果として予定される「国際基
準」に準拠したロシア語総合試験開発及びそ
れをベースとした到達度評価システムの構
築は，国内のロシア語専門教育課程としては
初の取り組みであり，「高度な専門性をもつ
ロシア語運用能力を有した人材育成」という
教育課程の目標達成に不可欠な外国語教育
システム化事業として，重要かつ焦眉の課題
である．このような「国際性」「透明性」を
もつ総合試験開発と到達度評価制度構築と

いう成果は単に， 
① 教授法・教材をはじめとした本学ロシア
語教育カリキュラム全体の改善につながる
だけでなく， 
② 日本の大学における外国語教育全体に対
して「国際的基準に照らした外国語教育課
程」の初の具体的実例の提示となるものであ
り，さらにそのような提示を通じて 
③ 日本における外国語教育のあり方ならび
に，教育内容の質的改善をも呼び起こすもの
となる．また 
④ 国際基準に準拠した総合試験開発とその
Web 化はロシア語のみならず他の諸言語の
共通試験開発にも応用でき，さらに 
⑤ 国内のロシア語共通試験実施の拠点とし
てそのノウハウを他の教育機関に普及する
ことが可能となる． 
 
３．研究の方法 
(1)①過去 7 年間の大阪大学外国語学部ロシ
ア語専攻で蓄積された 5技能（文法・読解・
聴解・作文・会話）のロシア語検定試験結果
データについて，技能ごとに平均点，中央値，
標準偏差値等の推移及び問題項目別難易度
を分析し，学習者の技能別･問題内容別習得
度と各年次教育カリキュラムとの相関性を
調査･考察． 
②上記のデータ分析に基づいて，それまでの
ロシア語教育カリキュラムの「国際基準」に
よる質的評価と問題点の明確化． 
(2) CEFR, ALTE, ア メ リ カ の National 
Standars や ACTFL をはじめとして国内外の
外国語教育スタンダードについて，それまで
に蓄積した情報，知見等をもとに比較検討し，
その結果を参考に本学ロシア語専攻の実情
に見合った客観的尺度･枠組みとしての独自
の到達度目標案を作成，各学年におけるその
具体化としてのカリキュラム案を立案． 
(3) ロシア連邦教育省主催ロシア語検定試
験についてロシア本国での実施状況・問題点
などの現地調査･情報収集．その他，日本国
内で実施されているロシア語能力検定試験
（東京ロシア語学院主催）や ACTFL の OPI
（Oral Proficiency Interview），ドイツ語技能検
定試験，TOFLEなど国内における国際的統一
基準による語学検定試験内容の検討，実施状
況･問題点の調査． 
(4) (1)－(3) の調査･分析に基づき本学ロシ
ア語専攻の教育システムに適合し得る「国際
基準」準拠の総合試験開発を各技能領域・各
レベルについて実施． 
(5) 総合試験の実施を制度的に保障するた
めのWeb化作業と客観的評価法について独
自システムの確立． 
 
４．研究成果 
(1) 大阪大学外国語学部（旧大阪外国語大学



外国語学部）ロシア語専攻で過去 7年間にわ
たって試行的に行われた 5技能（文法･読解･
聴解･作文･会話）のロシア語検定試験試行結
果について，技能ごとに平均点･中央値･標準
偏差値等の推移及び問題項目別難易度を分
析し，学習者の技能別･問題内容別習得度と
各年次教育カリキュラムとの相関性を調査･
考察した． 
(2)上記の結果を踏まえて現行の専攻教育カ
リキュラムの「国際基準」による質的評価と
問題点の明確化を行い，本学ロシア語専攻の
実情に見合った客観的尺度･枠組みとしての
独自の到達度目標案を作成，その具体化とし
て各学年でのカリキュラムの第 1次素案を策
定した． 
(3) 大学内既存サーバーコンピューター及
び｢授業支援システム WebCT｣を LMS（学習
管理システム）として活用するための環境整
備を行い，7月･2月期の 2回，テストケース
として利用者登録･問題登録･技能別試験試
行を実施，いくつかの改善すべき問題点を明
らかにした． 
(4) ロシア語総合試験聴解問題開発に向け
音声資料の収集を行った．学生が聴いて興味
のもてる素材を扱い，専門家としてロシアの
俳優に豊かな表現力をもった活舌のよい録
音をしてもらうこと、の二点を留意点として
遂行し，実際の授業ですでに教材として導入
しその効果･改善点を確認した． 
(5) ロシア連邦教育省主催ロシア語検定試
験について，平成 21年 9月，10月の 2回に
わたってロシア・モスクワ（9月），サンクト
ペテルブルク（10月）において実施状況・問
題点などの現地調査・情報収集を行った． 
(6) (5) の調査結果及びこれまでに蓄積した
知見に基づき本学ロシア語専攻の教育シス
テムに適合し得る「国際基準」準拠の総合試
験開発作業を進めた．具体的には国際基準
（CEFR基準）A１～B１の 3段階レベルにつ
いて，文法･語彙，読解，聴解，作文，口頭
発話の各技能領域試験第 1 次素案を完成，1
年次第 1 期末，学年末，2 年次学年末にそれ
ぞれ試行テストを実施し，その結果の分析，
検討，問題点の明確化を行った． 
(7) また，前年度のデータ分析結果等も踏ま
え，本学ロシア語専攻独自レベルとして
A2-B1の中間レベル試験の開発の必要性を認
識，特に目標言語環境のない地域で必要とさ
れる技能の特殊性に注目し，高度な読解・翻
訳能力養成のためのカリキュラム編成作業
を行い，その到達度を客観的に測る技能試験
を開発，2 年次カリキュラムの再編成とそれ
に基づく具体的な授業活動を展開，第 1期末
に新規に開発した中間レベル試行テスト版
を実施し，その結果の分析，検討，問題点の
明確化を行った．  
(8) 前年度に行われた過去 7年間のロシア語

検定試験試行結果分析，学習者の技能別･問
題内容別習得度と各年次教育カリキュラム
との相関性の調査･考察を含め，上記 3 点の
実施状況，調査・分析結果について「研究成
果報告書」としてまとめ，大阪大学大学院言
語文化研究科より出版・公表． 
(9) ロシア教育省･サンクトペテルブルク大
学ロシア語検定試験センター主催「試験シス
テムに関する言語学･方法論セミナー」に研
究代表者及び分担者 1名，研究協力者である
本学外国人教師 1 名の計 3 名が参加，CEFR
及び ALTE基準による言語能力レベル評価シ
ステムに関する先端的な国際的議論を通し
て，これまでの期間で開発してきた「国際基
準」準拠のロシア語総合試験の各技能領域に
おける具体的な実施手順確立，高度な技術が
要求される「口頭コミュニケーション力」，
「作文力」の客観的評価方法に関する知識･
情報を得，さらに参加 3名が国際試験官資格
を取得した． 
(10) (9) の調査結果及びこれまでに蓄積し
た知見に基づき本学ロシア語専攻の教育シ
ステムに適合し得る「国際基準」準拠の総合
試験を開発．具体的には国際基準（CEFR 基
準）A1～B1の 3段階レベルについて，文法･
語彙，読解，聴解，作文，口頭発話の各技能
領域試験を作成，2010年度 1年次第 1期末，
学年末，2 年次学年末に実施．また昨年度新
規に開発した中間レベルについても内容的
にさらに精査を行い，改善作業を実施し，そ
の結果の分析，検討，問題点の明確化を行っ
た． 
(11) 試験作成について，本学サイバーメデ
ィアセンターが提供するサーバーコンピュ
ーター及び「授業支援システム WebCT」を
LMS（学習管理システム）として活用，利用
者登録･問題登録･データ集計･学習履歴管理
などを行い，試験実施及び試験結果データ処
理・分析の効率化を実現． 
(12) 日本ロシア文学会，第 60回全国大会に
て本課題の成果について発表，また日本ロシ
ア語教育研究会主催サマーセミナーにて
CEFR，ALTEの到達度評価制度に基づいたロ
シア語スピーキング，ライティング評価法に
ついての発表を予定． 
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