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今回の勉強会の予定

  

1 JF日本語教育スタンダード
とは何か

What is JF Standard?

JF日本語教育スタンダード

・2005年より開発。現在JFS2010

・ヨーロッパのCEFRを参考
Commun European Framework of Reference

For Languages : Learning, teaching, assesment

JF Standard

JF Standard project started in 2005.  The final released version is JFS 2010.

JF Standards is made using CEFR as a reference.

https://jfstandard.jp/

CEFRの理念

・複言語・複文化 cf. 多言語・多文化
・多目的・非閉鎖的・ダイナミック・非教条的

・行動中心の考え方
Plurilingualism, pluriculturalism cf. Multilingualism, multiculturalism

Concepts of CEFR

Multi-purpose, open, dynamic, non-dogmatic

An action-oriented approach

・言語熟達度の共通参照レベル
・例示的能力記述文 (Can-do)
・ヨーロッパ言語学習記録帳

Common reference levels

Illustrative descriptors

European Language Portfolio



  

 

CEFR

フランス語
RLD

ドイツ語
RLD

英語
RLD

JFS

まるごと
(教科書)

個別の教科書・コースデザイン

RLD
Reference Level Descriptions for national or regional languages

CEFR の例示的能力 記述文を特定の言語にあてはめたもの

English German French

Textbooks, course design
Marugoto

(Textbook) JF講座

JF日本語教育スタンダードとは
日本語の教え方、学び方、そして学習成果
の評価のし方を考えるためのツールです。
JFスタンダードを使うことによって、日本語で
何がどれだけできるかという熟達度がわかります。
また、コースデザイン、教材開発試験作成などにも活用できます。

JF Standard is ...

The JF Standard for Japanese Language Education

 (hereinafter referred to as the “JF Standard”) is a tool to help think

about teaching, learning, and assessment in Japanese-language education.

By using the JF Standard, it is possible to see the level of proficiency

by what and how well the learner can do things in Japanese.

Furthermore, it can be applied in classroom practices,

such as course design, teaching material development, and test creation.

JF日本語教育スタンダードの理念
・ 相互理解のための日本語

言語能力 / 言語活動観

JFスタンダードの木

mutual understanding through a certain language

JF Standard Tree

Language competences / Language activities

Concepts of JF Standard

  

※ 仲介 (CEFR)

mediation

JFスタンダードの木
JF Standard Tree

JFスタンダードの３つの軸

1) ６つの熟達度レベル (A1～C2)

2) 熟達度を表す「Can-do」
3) ポートフォリオ

Three axes of JF standard

Six levels of “Can-do”

“Can-do” describes the proficiency level

Portfolio

JFスタンダードの３つの軸

1) ６つの熟達度レベル (A1～C2)

2) 熟達度を表す「Can-do」
3) ポートフォリオ

Three axes of JF standard

Six levels of “Can-do”

“Can-do” describes the proficiency level

Portfolio



  

 

In the JF Standard, a portfolio is composed of the following three components:

 “assessment tables,” “records of linguistic and cultural experiences,” and

“learning achievements.” Teachers can freely create portfolios by combining

the above three components according to the needs and objectives of their classes.

JFスタンダードの３つの軸

1) ６つの熟達度レベル (A1～C2)

2) 熟達度を表す「Can-do」
3) ポートフォリオ

Three axes of JF standard

Six levels of “Can-do”

“Can-do” describes the proficiency level

Portfolio

  

６つの熟達度レベル
 (A1～C2)

Six levels of “Can-do”



  

 



  

 

レベルは、
文型・語彙・漢字
ではなく
どんなことを どのように (ていど)
「できる」か で考える

Can-do

能力記述文
Can-do illustrative descriptors

to assess language proficiency,

we DON'T LOOK AT look at kanji, vocabulary,
or grammar

but what you can do using
the language, and how you do it.

  

2 Can-doを知ろう
Understanding JF Standard’s Can-do statements

レベル別に次の中に並べてみよう。
抽象的 具体的

B1
A2
A1

General

Try to put in order the level descriptors

Specific



  

 



  

 

1) 同じレベル・カテゴリーで
CEFR Can-doとJF Can-doの違いを見よう

2) 同じカテゴリーの JF Can-doで
違うレベルのCan-doを比較してみよう

3) 自分が教えているコースの課を選んで
使えそうなCan-doを探そう

1) レベル 2) カテゴリー 3) トピック

See diffrences between CEFR Can-do and JF Can-do by level and category.

Compare JF can-do statements of the different levels in the same category

Look for Can-do statements you can use in Your japanese courses

and lessons, by 1) level, 2) category 3) topic.

1) 同じレベル・カテゴリーで
CEFR Can-doとJF Can-doの違いを見よう

See diffrences between CEFR Can-do and JF Can-do

by level and category.

2) 同じカテゴリーの JF Can-doで
違うレベルのCan-doを比較してみよう

Compare JF can-do statements of the different levels in the same category

3) 自分が教えているコースの課を選んで
使えそうなCan-doを探そう

1) レベル 2) カテゴリー 3) トピック
Look for Can-do statements you can use

in Your japanese courses

and lessons, by 1) level, 2) category 3) topic.

  

3 JFS準拠ロールプレイテスト
を見てみよう
Taking a look at the JF Standard-based Role Play Test



  

 

Can-doは「どのような」状況で「何」が
できるかを表している

「～ができる」かどうかを知るには
実際にそれをやってみればいい

文型 語彙 できる≠
→ロールプレイ

Since Can-do shows what you can do in 
different situations, just by trying it you 
can know whether or not you can do it.

Grammar Vocabulary

Role Play

  

JFS準拠ロールプレイテスト
the JF Standard-based Role Play Test

You can judge the level according to JFS levels.

You can survey the competence of oral interaction trough Role Play.
The test takes only 15 minutes.

You can arrange role plays and procedures according to your class.

Everyone can be tester by preparing the test kit.

「口頭でのやりとり」のCan-doの確認 (CEFR)



  

 

  

ロールプレイの進め方

2回で◎ 2回で× できなかったできた

→実例を見てみましょう

How to proceed the Role Play Test

Take a look at the example 



  

 

自分でロールプレイを作るポイント
1) 元にできる

JF Can-doを選ぶ

2) 適宜内容を変更し、
ロールカードを作る

3) タスク達成のために
引き出す内容を考える

4) 想定会話を考える 

Points to consider when you make your own role play

Choose a JF Can-dostatement to 
base your own Can-do statements on

Modify the JF Can-do to make 
your own  role card

Anticipate necessary things for 
accomplishing the task

Think of the dialogue.   

4 Can-doで授業を
再構成してみよう

Organizing lesson plans using Can-do statements

  

JFLAの受講前自己チェックリスト
ー Fun with Friends course

Self Check List before participation in the class JF準拠教材『まるごと』

かつどう
りかい

A1

A2-1

A2-2

$20-$30

the JF Standard-based textbook, Marugoto

レベルは、
文型・語彙・漢字
ではなく
どんなことを どのように (ていど)
「できる」か で考える

教科書を Can-do
「活動」でとらえなおす

知識

活動

Knowledge

Activities

Rethink your textbook with Can-do statements

and activities



  

 

  

文型をピックアップする

どんな機能を持っているか考える

どんな状況で使うかを考える

既存教科書からのCan-doの作り方

行動先行
具体的
Can-do

機能先行
抽象的
Can-do

きぞん きょうかしょ

ぶんけい

きのう

じょうきょう

How to make Can-do from your textbook

Pick up grammatical elements

Think about what function

they have

Think about in what situations they are used.

Functional-general

Can-do

Activity-specific

Can-do

  

「みんなの日本語 18課［辞書形］

「みんなの日本語 19課［た形］

～ことができます
趣味は～ことです。 / ～まえに、～

～たことがあります
～たり、～たり～ / ～く なります

文型

  

「みんなの日本語 18課［辞書形］

「みんなの日本語 19課［た形］

・趣味について簡単に話すことができる。
・地元の観光地でできることを紹介できる。

・過去のエピソードについて
話すことができる。

・今まで何かをした経験がない友人を
誘うことができる。

Can-do

Can speak of my hobby briefly

Can introduce what you can do in tourist spots

Can talk about episodes

from my past

Can invite my friends to do

something they have never done

  

文型をピックアップする

どんな機能を持っているか考える

どんな状況で使うかを考える

Can-doで授業の目標を立てる

大きいCan-do

小さいCan-do

Pick up grammatical elements

Think about what function they have

Think about in what situations they are used.

Make lesson objectives with Can-do

Can-do
友人と会う日を決めるときに、次週のスケジュールを
短い簡単な言葉で教え合うことができる。

何を知っていれば
いいですか。
考えましょう。

どんな学習・練習
をすればいいですか。
考えましょう。

What should you know to perform that?

What should you study and practice?

Can exchange information in short simple terms with a friend

about the following week's schedule when deciding a day to meet. 



  

 


