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The three dimensions of content	

                                 (P. Ball, K, Kelly, and J. Clegg  2015 )	



内容	

I. CLILとしての評価の特徴は何か？	

　A. 実際にどのように評価するかを分析	

   B.  倫理的な点ではどうするか(fairness)	

	

II.  著者の提案：内容に関しての３つの側面を評価	

　　concept/ procedure/ language	

III. 言語教師として内容・言語をどう評価するか？	

       言語はすべての分野に共通の要素であるこ
と　	

　　　を示す	



I.CLILの評価の特徴	

A. Assessment とevaluationは違う	

　　evaluation: ある決められた基準に照らし合　　　　　　	

　　　　　　　　　　わせて測る（アンケートでコースを評価）	

　　assessment: 知識、スキル、態度、信念を	

　　　　　　　　　　明らかにする	

　　　　　　　　　　（テスト、学生のおこなったこと、	

　　　　　　　　　　　観察できること）	



I. CLIL評価の特徴	

B. Types of assessment（評価の種類） (P. 211 表
8.1)	

1.  formative assessment: 形成的評価（継続）	

     assessment for learning　(学期の途中）	

（自己評価、学生同士の 評価、課題達成評価、ポートフォリオ）	

	

2. summative assessment: 総合評価  (期末テスト）	

　　assessment of learning (学習達成度の評価）	

	



I. CLIL評価の特徴	

Formative assessment: 	

•  ある期間の学生の学習・行動の発達を見
る。	

•  教育効果を高める役割を果たす。	
　（内容・言語　＋　学習促進のための評価）	
•  試験だけでなく、日常の観察も含まれる。	
	
２つの評価が必要　(試験と評価）	
総合評価だけでは、CLILの興味深い事実を	
隠してしまう。(結果だけでなく、プロセスも重
要）	
	
	  
	



I. CLIL評価の特徴	

C. Assessment and teachers	

 評価のむずかしさ：	

　1. 教員はテストを書く訓練をしていない	

　　　成功と失敗を繰り返してうまくなる	

　2. CLILのむずかしさ	

　　　継続して評価するむずかしさ　	

　　　一般的な決まった形のものがない	

　　　時間がかかる	

　　　学校全体のカリキュラムと合わせるのが大変	



I. CLIL評価の特徴	

D.	  Objective, outcomes, and criteria	

 1. 観察できること- assessment	

 2. 目標が大事- 何ができるか・わかるようになるか　　	

　　・それを学生に伝えた上での評価	

　　・成果は目に見える結果	

例：第一次世界大戦の原因と結果を明らかにできるか？	

　　・これは内容理解の目標でもあり、学習方法　　　
（手続）の目標でもある：ディベートができる？	

　　　(総合評価の一部＋汎用能力：リーダーシップ）	



I.	  CLIL評価の特徴	

D-‐3. 評価基準も必要	

　数学だと：正解の数	

　歴史だと：そう簡単ではない	

　CLILだと：何が十分な解答なのかを明示　　	

　　　　　L1以外を使用するという特殊性	



I. CLIL評価の特徴	

E.	  Soft CLIL は問題？	

　1. ソフトクリルを語学教育の一環だとすると問題	

　	

　　・言語教師が内容重視の授業でどのくらい教えて	

　　　　いいのか。	

　　・　科目授業のように行うとしたら、なぜ言語だけを	

　　　　評価するのか。	

	

　　ソフトクリルを語学教育だとするのは誤解を生む：	

　　　　→　教科・内容を学ぶもの　　　　	

　　　	



I.	  CLIL評価の特徴	

F.	  Formative assessment and CLIL	

     (形成的評価）とクリル	

1.   課題(問題）解決型タスクを形成的・継続評価するこ
と	

2.   いろいろなクラス内のやりとり	

　　　↓	

　クリルの評価対象としてふさわしい	

Didactic units（学習・学習範囲）の期間が長くなり、	

概念がつながっていき、グループワークが多くなり、	

プレゼンの形の選択肢が増える。(hunger→recycle・	

foreign aid, etc.)	

	

	  
	



I.	  CLIL評価の特徴	

G.	  CLIL and conventional assessment: interfaces	
     and differences (共通点と違い）	
2つ考慮すべきことがある	
  1. Validity: 妥当性・正当性（そのテストが意図した能  	

                               力を測定しているか？）	
　　共通：　指導したことを習得しているかどうか	
　　CLIL:   3つの内容面で、内容と言語とともに　　	
　　　　　　　学習方法を考える例は少ない	
　　　　　　　　　↓	
　　　　　　　これが評価対象になるべき	
　　　　　　　	
	   	



I.	  CLIL評価の特徴	

2. Washback effect:  波及効果	
      共通：テストが指導や学習に与える影響	
　　　テストのために教えるーOK	
　　　学生の行動を変えてしまうーNot OK	
　　 　　教育のアプローチとして「心構え・精神」のと	
　　　　　ころで失敗している：行ったことに対しての　　	
　　　　　評価がないと学生の積極的なやる気がそ	
　　　　　 がれる。	
　　CLIL: プロセス重視の指導法では、全体の評価	
　　　　　基準の特徴と重さを再考する必要	
　　	



I.	  CLIL評価の特徴	

H.	  Content or language?	

1.  内容と言語を同じ比重で評価するのか？	

　　定義から考えるとそのようにみえるが・・・	

　-「内容」に比重を置くべきである	

　　Hard CLIL: 言語を評価するのではない	

　　　　　　　　　言語面を考慮する	

　　LEST：Language Enhanced Subject Teaching	

                 言語は評価の一部：	

　　　　　　　　　　　　　理解を示す証拠・手段	

　　　　　　　　　　　　　　	



I.	  CLIL評価の特徴	

H.2.	  ただし、教師が判断してよい	

　教師が何を教えたいか、その目的を理解	

　その単元でどのように教えたか、言語に	

　　関する要求を調整	

Coyle: その時、言語評価がふさわしいというの
であれば、言語評価をすればよい。	

	

基本はあくまでも「内容」がテストされるべき	

　	  



I.	  CLIL評価の特徴	

I.  Language demand/risk：クリルの中心問題	

　・学習者の内容知識と言語レベルに差がある：	

　　　L2学習者は表現できる以上のことを知っている	

	

　・言語の危険性（言語で失敗する）ことへの	

　　２つの解決策	

　　1) 総合評価で、言語リスクの要因を多様化	

　　　　例：P216 -8A 　　	

	  
　　	  
	  
　　	  
	  
	  	  	  
	  



I.	  CLIL評価の特徴	

I.  Language risk/ demandの問題	

　　　	

- 絵を見て、文を選ぶ（学習者が文を作らない）	

- 簡単な手順だけで理解できる	

- ４つの文だけ理解すればよい	

- 絵や図があり、同じパターンの文がある	

- 簡単な動詞を理解すればよい	

　	



I. CLIL評価の特徴	

考慮すべき要因：	

　- 言語で要求していることは何か　	

　- 文と課題の関係は何か	

　- 図と課題の関係は何か　	

　- 課題は何か	

　- どの程度自由度があるか(yes/no, 意見）	

	

8B, 8Cとレベルを上げていく	



I.	  CLIL評価の特徴	

•  8Cの例はかなり難しい	

　1. 学生が正しいグラフを選んで正確に書けるか	

　2. 学生はデータについてコメント書けるか	

　　a. 大事なポイントがわかるか	

　　b. データの示すポイントがわかるか	

　　　　　工業化が人口に与える影響	

　　c. コメントが構成できるか：はっきりわかっていること	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重要なこと・つなぎ言葉	

　　　d. 特別な言葉を使って書ける：比較・割合・原因	



I.	  CLIL評価の特徴	

2)	  第２の解決法	

　はっきりとした評価基準を設ける	

　- 教員の主観的な判断だけではだめ	

　- Hard CLILでは2 c/d（P. 219) （前のスライド）	

　　　言語の要求が高い	

　- 歴史の科目の場合：歴史に関係したスキル	

　　データの解釈と比較・類似・相違点の表現	

　　原因の説明	

　　	



I.	  CLIL評価の特徴	

•  Linares 他の言葉	
「文法や語彙を効果的に使うのは、学生の	
成果・生み出したものの質に深く示される	
- 影響を与えている」	
スペルミスがあるから減点とかいうことではない	
比較・原因・結果などの構成で書けるか	
	
-  言語を正確に適切に使用している学生に点数	
　それは言語それ自体を評価しているのではない	
-  CLILの学習者が使用する言語を、課題の大事な	
　　部分としてはっきりさせておく	
　　	



	  
II.	  	  著者の提案：内容に関しての３つの側 

面を評価するとよい ( P53) 

　	A. Assessment and the three dimensions (P.220)	

　　（内容/ 学習方法/ 言語） 
- 3つの側面を考えることは、評価を公平にする	

　CLILでは言語が学習方法と内容によって助け	

　　られている(8.D)	

　↓	

　言語リスクを内容と学習方法の要求の高さから判断	

	



The three dimensions of content	

                                 (P. Ball, K, Kelly, and J. Clegg  2015 )	



II.	  3つの側面の評価	  
	
•  内容の要求：トピックに関して、学生は	

　　　　　　　　　　何を知るべきか	

・学習方法の要求：学生は何をしなければいけないか	

　　例：質問１(P. 221)学生は質問と選択肢を読んで理解　　　	

　　　　　　　　　　　　して、選択肢から答えを選ぶ	

・言語的要求：課題のさまざまな面と関係づける	

　　例：英文を学生が自分で作らなくてよいーリスクが低い	

　　　例：working togetherと a collectiveと書く学生の差	

　　　リスクによって点数を配分する	

Please take a look at 8D.	



II.	  3つの側面の評価 
	
B.	  The Various types of formative assessment	
形成的評価の種類- CLILの評価に向いている	
	

　1. Backward design (最終評価の課題から	
　　逆に計画すること）	
	
     -成果主義（performance-based)の評価によい	
      hard CLIL: 数か月に及ぶ	
         教員は定期的な評価をする必要	
　　　　学生は学習すべき内容を与えられて、正しい	
　　　　やり方で進んでいるということを知る必要	
      　 何が習得できたか（ competence-based approach）	
　　　　	
　　	
	



II. 3つの側面の評価	

•  Backward design:	

　soft CLIL: 8E- 12歳のCLIL多言語カリキュラム・音楽	

　　‘We’ve got talent.”で40の課題と、３つの内容	

　　週4で、10週間続く：最後は複合課題がある	

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓	

　　　　　　　学生はこれを最初の段階で知っている	



II.	  3つの側面の評価	

Soft CLILの例　（P.224, 225, 227, 229)	

　約２か月の計画たてる：	

　　何をする必要があるのか　　	

　　何を知る必要があるのか	

　　内容・やり方・言語のチェックリスト	

　　コンテストのあとの自己評価　(8H)	

　　何か途中に欠けても、それまで何を学習した　　	

　　　　かに気付く	



B-‐2.	  Formative to summative: four issues	

形成的評価から(最後は）総合的評価へ：	

内容に興味をもたせて、言語を使って、汎用能力
を上げるのはよい。が、４つの問題あり	

1.  1ユニットが長い：途中にfeedback（自分とクラ
スメート）が必要。	

　点数はつけなくても、‘well’, ‘not well’ 必要	

　途中がよくても、最後でよいproductかどうか	

　　	  

II.	  3つの側面の評価	



II.	  3つの側面の評価	

B-‐2.	  Formative to summative: four issues	

　2. 過程と最後のproductの比重を考える	

　　　	

　3. 形成的か継続的か	

　　　2つの疑問：	

　　　　１）途中評価と挽回の課題：こまかい	

　　　　　　テストの集まりではないのか	

　　　　２）形成評価と継続評価の違いは何？	



II.	  3つの側面の評価	

B2-‐3.　形成評価と継続評価の違い	

　形成評価は点数をつけられない(進歩途中）	

　　その働きは、助言であってテストではない	

　　prescriptive(かくあるべし）を示すだけ	

　継続評価は、プロセスを通してある程度の期　	

　　間、評価すること	

　　総合評価は、継続評価の一部	

　　	



B2-3 継続評価の問題	

　CLILも一般的な評価の要求から除外できない	

　国の標準と関連させて学生の学びを測る	

　プロセスの途中で評価するのは公平ではない	

　↑	

2つの答え：	

　1) 途中評価の利点	

　2) 評価したい授業学習の評価ができる	

II.	  3つの側面の評価	



II.	  3つの側面の評価	

1)	  途中評価の利点　	

　・学習者を過程に集中させる	

　・不得意な学生が、別の能力を発揮	

　・動機づけになる・授業に取り組むようになる	

　・簡単に点数は与えないが、進度に影響する	

　・CLILでは、要求されているレベルかどうか、	

　　　学習者が知る必要あり	

　・とくに言語のレベルが追い付いているか　　　　　　　　　　	  



II.	  3つの側面の評価	

2)授業学習の評価	

　・いろいろな能力を評価できる	

　　meta-disciplinary areas = general competences	

    　　　　　 （学習のための汎用能力）	

　　　例：learning to learn 学び方を身に着ける	

　　　　　sense of initiative and entrepreneurship	

                                             リーダーシップ	

　　　　　Learning to learnを測りたい	

　　　　　↓	

	  



II. 3つの側面の評価	

Learning to learn(学び方を身に着ける）の能力を測
る	
・学生に伝える	
・細かい能力を評価していく必要	
　listening, responding to feedback, 	
  self-assessment, self-awareness, working	
  cooperatively in groups, understanding how to	
 organize learning, etc.	
 ・学習のための汎用能力と「見える行動」はリンク	
・　P225　8Gのタスク：協力・計画・意見の一致・考えることが
必要	
・　最後のテストでも評価できるが、途中経過でも評価すべき。	



II.	  3つの側面の評価	

B2.	  形成評価から総合評価への４つの問題点	

４つ目：Certification and assessment (証明と評価）	

証明：最終目標は、自分１人でできることを証明	

　　　　観察できる「能力」	

今まで見てきた測定値の種類	

1)  短い総合評価（簡単な総合課題）	

2)  汎用能力の継続的評価	

3)  最終の総合的・複合的課題	

最後の測定値	

4) 個人の能力の証明：P232 8K  他の人の演奏を評
価	



II.	  3つの側面の評価	

4) 個人の能力の証明	

　P233  8.１：縦軸- 評価のタイプ/ 横軸-頻度　　　　	

　　                     評価のタイプの目標を示している	

　　　　　8.2:　  目標は総合評価の証明のため？	

　　　　　　　      目標はもっと形成的なもの？	

　　　　　	

　　　　　8.3:     横軸- 学習のやり方/学習理論を示す	

　　　　　　　　　評価の頻度が学習の最大化を示す	

　　　　　　　　　と信じている	

　　　　　　　表の４つの空間は別々の学習理論を示す	

　　　　　　　　　　　　　　　　	



III.	  CLIL and competences	
P234:	  
A.	  CLILが重要になる理由	

　世の中は能力主義	

　教員中心ではない→学生中心→成果主義	

　　　「書いたり話したり」したものを評価する	

　　　　communicative activities 言葉で伝達する	

B. Situations: 状況	

   「能力」とは、発揮される能力・知識・技術の集　　	

　　合体のこと（それぞれが関係する）	

　ある状況下で効果的に仕事を成し遂げる	



III.	  CLIL and competences	

B.	  Situations	
  - P235 8.4 表: competenceの下にabilities, skills 	
    knowledgeがある	
　- competence「汎用能力」は、ある状況下で存在	
     学校では、実際の状況で学生が能力を発揮	
　　　する状況を作りにくい	
　　しかし、限られた枠組みでも能力を発揮する　	
　　　　課題を与えることができる	
　　　インターネットで、実際の状況に近づける	
　　「実際の状況」は、つじつまがあっていて、学生	
　　　にとって「ほんもの」であればよい。	
　　	



III.	  CLIL and competence	

C.	  The four elements of a ‘situation’ (能力・技術・態
度を求める活動では４つの要素が必要）	
 1. actor/ recipient/ objective / medium	
      行為者/ うけ手/ 目的/ 手段	
　　カリキュラムの計画とCLILの教員に有効	
　　　　首尾一貫したフレームワークを組み立てる	
　　総合評価の最終作品が特別なトピックに関し	
　　　ている場合、その課題をはっきりさせる	
　　例：学生（行為者）が、聴衆[うけ手）にパワポ　　	
　　　　(手段）で学校の二酸化炭素排出量を減らす	
　　　　（目的）提案をする・この「状況」が学習者に良	



III.	  CLIL and competence	

D.	  Competences and language（汎用能力と言語）	

・CLILの授業で、より、この結びつきがはっきりする	

　クリルの人気のカギ・教育での特別な役割	

・CLILの別名：LEST (Language Enhanced Subject Teaching)

で、よりはっきりとしたメッセージがわかる	

・内容を言語が支えている	

・CLILの定義だと’dual focus’にまどわされる	

　内容を学習するが、言語は内容である	



III.	  CLIL and competence	

D.	  Competences and language	

・CLILは言語を教えるものではない	

　表現の道具として、また学問の伝達手段として　　　	

　　評価される	

・これはsoft CLIL（語学教育）でも同じ	

　　学生が言語で「何か課題に取り組む」と、より言　	

　　　語を学ぶ	

・将来の言語観を示唆	

　科目そのものか、科目を学ぶための能力か	

　Graddol(2006): 英語はただの言語でなく中心のスキル	



III. CLIL and competence	

E.	  The three bases of competences	

　　汎用能力の３つの基盤原理(個人・社会・自然）	

-  3つの人間の行動を決める要素と、	

　　ヨーロッパのカリキュラムを特徴づける5つの汎用能力	

　　この関係が大事	

　　-自分でいること（自分の個性を伸ばす）	

　　-他人と生きる　	

　　- 意志を伝える	

　　- 考えて学ぶ	

　　- 進んで物事をする　　　　（日本では「生きる力」）	

	



III. CLIL and competence	

E.	  3つの要素	

- 汎用能力は科目の分野を通して働く　(図8.6.)	

- この能力に共通しているのが言語である	

CLILが一番の手段(図　8.7)	

- 言語を使って、違う内容を学び、能力を伸ばす	

- 教科の教員が内容に関する３つの面が有益だ	

　　　　　　　　　　　(内容・学習方法・言語）	

　　とわかると、言語の重要性がはっきりする	



III.	  CLIL and competence	

E.	  言語要素	

学校という場、「何かをする・話す」という要求	

　それもL2を使うということだと、言語要求が増す	

　CLIL授業では言語的要素は芯の部分	

　前出の「内容が一番大事」ということとは矛盾し	

　　ない：　言語は内容を形づくるもの	

どのような方法で概念(内容）を学ぶかが大事	

　最後の総合評価の日までの間、チェックリストと簡単　　
な課題で、要求されている内容を教え、	

訓練することができる。	



III.	  CLIL	  and	  competence	

F.	  Boxing	  weights:	  ボクサーの体重による階級（Ｐ２４

０）	  

最終のプレゼンなどの成績において、何が重要か
を学生に示す方法	  
	  
例：Heavyweight-‐	  最重要	  
適切で実現可能な解決策か？	  
パワポでどのように文を構成しているか？	  
科学的文の構成になっているか？	  
トピックに関連した学習言語能力（CALP）は？	  	  



III. CLIL and competence	

G. Rubrics and band scales( 評価表と基準)P241	

前のボクシング重量の評価分析は、主に「話す」と
いう行為が対象。「書く」ということで評価項目と	

基準が必要	

なにで「合格」なのか「不合格」なのか知る必要	

トピックにもよるが、CLIL教員はそれぞれの項目の
尺度を知る必要がある(内容の３つの側面：文の構
成・CALP・科学的正確さ・ICT)	

	



III.	  CLIL and competence	

H.	  Transparency (透明性）　P244	

 評価の基準を学生が知っていること、また、	

その意味や彼らの行動にかかわってくることを知っ
ていることが大事である	

	

WALT (We are learning to: ～するために学ぶ）	

WILL(What I’m looking for: ～何のために学ぶ）	

（若い学習者にはポスターにしたりする）	

さらなる透明性は、8.8の図でわかる	

	  



Summary	
1.  どのようにCLILの教員が学生を評価できるか分析	

　　-実際どのようにしたらよいのか	

　　-倫理的な点（公平に評価する）	

     言語は障害ではなく、理解を示す手段である	

2. 内容に関しての3側面をCLIL授業の評価に応用	

　　　CLILの授業は、継続的・形成的評価によい	

　　　　能力の基本を形づくるスキルを使う課題により、	

　　　　　概念（内容）と言語を学ぶ	

3.  言語はすべての科目や汎用能力に共通してい
ることを示そうとした	

	  



要点：プロセスの見える化	  
	
・CLILのアプローチで汎用能力を測る	  
・いろいろな角度から能力を測る	  
　（内容理解・学習方法・言語）	  
　　あくまで内容理解を測る	  
　　言語はその理解を示すもの	  
・学生には目標、評価基準を明確に	  
　　　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　　　	  


