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CEFR-J 開発の動機
• 科研 基盤（A）：

o 平成16～19年度基盤研究（A）（代表：小池生夫）

o 平成20～23年度基盤研究（A）（代表：投野由紀夫）
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CEFR-J のレベル設定

A1 A2 B1 B2 C1 C2

80% の日本人は A-level に属する（根岸）

A1.1 A1.3A1.2Pre-A1 A2.1 A2.2 B1.1 B1.2 B2.1 B2.2

各レベル（× ５技能）２個ずつの can do descriptor を作成 → 計１２０個



CEFR-J の構築

Tony Green氏による
validation research
の training seminar

• English Profile （CEFRの枠組において具体的な能力記述文を作成

するプログラム）への協力
• ELP (European Language Portfolio) descriptor DB の構築スタート
• CEFR-J Wordlist の構築スタート

ALTE (Association of Language 
Testers in Europe) での発表

ダウンロード
300以上の

個人・機関



参考資料２：オリジナル資料

• The CEFR-J Wordlist

o CAN-DO に連動する語彙表

• The ELP (European Language Portfolio) ‘Can do’ Descriptor 

Database

o ELP 作成用CAN-DO集

• The CEFR-J Inventory of English

o CAN-DOに連動する文法・表現



The CEFR-J Wordlist
Kaken 2004 – 2007:
English textbook corpora

China

Taiwan

Korea

B2

B1

A2

A1

Pre-A1

B2 wordlist

Pre-A1 wordlist

Extract words that appear
across all three countries/regions



The target vocabulary size

CEFR -
Level Pre-

A1 A1 A2 B1 B2 Total

Corpus 
analysis

976 1057 1884 1722 5639
Our 
Target 1000 1000 2000 2000 6000

• The list will also be compared to the English Profile 
wordlist and JACET8000 （大学英語教育学会の語彙集） to make it 
more readily accessible to Japanese EFL learners. 



activity A0 n Leisure activities
actor A0 n Work and Jobs Film
afternoon A0 n
age A0 n Personal information
airplane A0 n Ways of travelling

airport A0 n Travel and services vocab
Things in the town, 
shops and shopping

animal A0 n
answer A0 n
apple A0 n Food and drink
apron A0 n Objects and rooms
arm A0 n Personal information
art A0 n Hobbies and pastimes Education
aunt A0 n Family life
baby A0 n Family life
back A0 n
bag A0 n Shopping Clothes
ball A0 n Hobbies and pastimes
banana A0 n Food and drink

bank A0 n
Travel and services vocab Things in the town, 

shops and shopping

語彙の概念ごとの
フィルターができる



The ‘Can do’ Descriptor DB

European Language Portfolio

2,800 ‘can do’ descriptors

Spoken 
Production

: 69

Spoken 
Interaction: 

137

Listening:
124

Reading:
146

Writing:
171

647 descriptors



Retrieval of descriptors
Lev.

Category/C
ode ELP descriptor(s) General descriptors (Japanese)

Descriptors for children 
(Japanese)

A1 IS1-A1

I can say who I am, ask 
someone’s name and 
introduce someone.

自分が誰であるか言うことができ、相手の名前を
尋ねたり、相手のことを紹介することができる

自分の名前を言ったり、相手の名前を聞
いたり、相手の紹介ができる

A1 IS1-A1-1

I can ask and answer simple 
questions, initiate and respond 
to simple statements in areas 
of immediate need or on very 
familiar topics[1.2000-CH]

簡単な質問をしたり、簡単な質問に答えることが
できる。また必要性の高いことや身近な話題に
ついて発言したり、反応することができる

簡単な質問をしたり、簡単な質問に答え
ることができる。また身近なことについて
話したり、質問に答えることができる

A1 IS1-A1-1

I can make myself understood 
in a simple way but I am 
dependent on my partner 
being prepared to repeat more 
slowly and rephrase what I say 
and to help me to say what I 
want.

簡易な方法であれば通じるが、ゆっくり繰り返し
てくれたり、自分が言った事を言い直してくれた
り、自分が言いたいことが言えるよう助けてくれ
るような相手に依存している

相手がゆっくり話したり、自分が言ったこ
とを確認してくれるなど、やさしい人だっ
たら自分の簡単な英語は通じる

A1 IS2-A1

I can understand simple 
questions about myself and my 
family when people speak 
slowly and clearly (e.g. 
"What’s your name?" "How 
old are you?" "How are you?" 
etc.).  

相手がゆっくりはっきり話してくれれば、「名前
は？」「歳は？」「調子はどう？」などの自分や家
族についての簡単な質問を理解することができ
る

相手がゆっくりはっきり話してくれれば、
自分や家族についての簡単な質問が分
かる

A1 IS2-A1

I can understand simple words 
and phrases, like "excuse me", 
"sorry", "thank you", etc.  

「すみません」「ごめんなさい」「ありがとう」といっ
た簡単な語句を理解することができる

「すみません」「ごめんなさい」「ありがとう」
といった簡単な語句が分かる

A1 IS2-A1

I can understand simple 
greetings, like "hello", "good 
bye", "good morning", etc.  

「やあ」「さようなら」「おはよう」といった簡単な挨
拶を理解することができる

「やあ」「さようなら」「おはよう」といった簡
単な挨拶が分かる



詳しく知りたい方のために（１）

• CEFR-J 公式 Web サイト

http://www.cefr-j.org

• 各種報告書、Version 1 （日本

語、英語版）などのダウンロード

• Wordlist，DBなども公開予定

• CEFR資料へのリンク


