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ALTE

会話

公式の議論とミーティング

母語話者同士の活発な議論を理解でき、支持側と反対側の
論理を的確に把握できる。
自分の考えや意見を正確に表現できる。また、複雑な筋立 詳細な使用説明を確実に出来る。
ての議論に対し、説得力をもって見解を提示し、対応でき 他人に仲間に入るように誘ったり、意見を述べ
る。
るように促したりすることによって、作業を先
に進めることに貢献できる。
原因や結果を推測し、異なるアプローチの利点
と不利な点を比較考量しながら、論点や問題の
日常・非日常的な公式の議論に積極的に参加できる。
概略をはっきりと述べることが出来る。
自分の専門分野に関連した事柄なら、議論を理解し、話し
手が強調した点を詳しく理解できる。
自分の意見を述べ、説明し、維持することが出来る。代案
を評価し、仮説を立てたり，反応したりできる。

B2と同じ

B2と同じ

目的達成のための共同作業
（例：車を修理する、文書を検討する、イベン
トを準備する）

B2と同じ

B2と同じ

情報の交換

ある程度の自信を持って、自分の専門分野の身近
な日常、また非日常的事柄について、累積された
事実に基づく情報を交換、チェックし，確認でき
る。
細かい指示をしながら、やり方を説明することが
できる。
短い物語、記事、スピーチ、討議、インタ
ビュー、ドキュメンタリーをまとめ、自分の意見
を示すことができる。また、さらに細部に関する
質問に答えることができる。

インタビューで簡単に質問に答えたり、簡単な意見に対応
できる。

もし時々説明を求めたり、自分が言いたいことを表現する
手助けが得られれば、インタビューで自分の言いたいこと
を相手に理解させられるし、身近な話題についての考えや
情報を伝えることができる。

インタビューや協議（例：新しい話題を始める）で、対話
の相手に頼るところが大きいものの、いくらかイニシア
ティブをとることができる。
組立てられたインタビューをやり遂げるために、あらかじ
め用意した質問用紙を使うことができ、相手の答えを受け
てそれに続くような質問をいくつかは出すことができる。

インタビューや診察（例：医者に症状を説明する）で正確
さは限られるものの、必要とされる具体的な情報を提供す
ることはできる。
もし相手の反応が速かったり、長かったりすると、時には
繰り返しを求めることもあるが、情報をチェックし、確認
しながら用意されたインタビューをやり遂げることはでき
る。

自分に向けられた、注意深く、ゆっくりと表現さ
れた質問や説明が理解できる。短い簡潔な指示を
理解できる。
簡単な質問を聞いたり、答えたりすることができ
注意深く、ゆっくりと表現された質問や説明な
る。直接必要なこと、もしくはごく身近な話題に
人にものを聞いたり、人にものを与えたりすること
個人的なことについて、慣用句的な言葉遣いもなく、ごく
ら理解できる。短い簡潔な指示を理解できる。
ついての簡単なことを、自分から言ったり、相手
ができる。
ゆっくりとはっきりと話してもらえるなら、簡単かつ直接
人に物事を要求し、人に物事を与えることが出
の言ったことに反応できる。
数や量、費用、時間を扱うことができる。
的な質問に答えることができる。
来る。
自分自身や他人に関して、住まい、知人、所有物
などについて質問を受けたり、答えたりすること
ができる。
「来週、前の週、11月には、3時」などの表現を
用いて時を知らせることができる。

あまり苦労しないで簡単な日常の対話をこなして
いくだけの理解はできる。
毎日の実際的な要求に対処できる。事実に基づく
議論がゆっくりとはっきりとなされれば、自分の専門分野
簡単な情報を見つけ出し、人に伝えることができ
に関連した公式の議論での話題の動き・変化をおおかた理 理解できない場合は、単に繰り返しを求めるだ 旅行、宿泊、食事、買い物のような毎日の生活でネ る。
けで、あまり苦労せずに簡単な日常の課題にう オ普通の状況に対処することが出来る。
解できる。
習慣や日常の仕事について質問をし、答えること
簡単で特別専門的でない普通の内容であれば、旅行
直接自分に向けられた質問ならば、実際的問題についての まく対処できる程度に理解できる。
ができる。
提案したり、出された提案に応じたり、指示を 会社から必要な情報を入手できる。
関連情報をやり取りし、自分の意見を示すことが出来る
娯楽や過去の活動について質問をし、答えること
が、自分の意見を述べる際には、人の助けを借り、必要に 求めたり出したりしながら、次にすることを検
ができる。
討できる。
応じて鍵となるポイントを繰り返してもらわねばならな
簡単な説明や指示を与えたり、理解することがで
い。
きる。例：どこかへの行き方を説明する。
日常的なサービスを求めたり、提供したりできる。
旅行や、バス、列車、タクシーなどの公共交通機関
についての簡単な情報を得ることができる。行き方 直接的な情報交換を求めたり、日常の簡単な課題
を聞いたり、教えたりすることができる。切符を買 についてやり取りができる。
身近な日常的作業について情報をある程度まで交
うことができる。
話について行っていることをわからせることが 疑問点を質問し、店、郵便局、銀行で簡単な用を済 換できる。
仕事中や自由時間にすることについて質問した
出来る。もし話し相手が面倒ならば、必要なこ ますことできる。
もし、必要な場合に鍵となるポイントを繰り返してもらえ とを理解させることが出来る。
料や数、値段などの情報を与えたり、取得すること り、答えたりすることができる。
地図や計画を参照しながら目的地を聞いたり、答
るならば、公的な会合で直接自分に向けられた質問に対し 簡単な表現を使って日常の課題に関するやり取 ができる。
て自分の考えを言うことが出来る。
りができ、物を要求したり、与えたり、簡単な 欲しいものを言い、値段を聞いて簡単な買い物がで えたりすることができる。
個人的な情報を求めたり、提供したりすることが
情報を得たり、次にすることを話しあうことが きる。
できる。
出来る。
食事を注文することができる。

紹介や基本的な挨拶、いとま乞いの表現を使うことが
出来る。
人が元気かどうかを聞き、ニュースに反応することが
出来る。
利用できる能力記述はない
こちらの事情に理解を示してくれる話し手によって、
はっきりとゆっくりと、繰り返しを交えながら、自分
に向けられた発話ならば、具体的で単純な必要性を満
たすための日常的な表現は理解できる。

非常に短い社交的なやり取りはには対応できるが、自
分から会話を進められるほどには理解できていない場
合が多い。それでも、相手の方が面倒がらねば、理解
してもらえる。
挨拶するのに簡単な日常の丁寧な形式を使うことが出
来る。
招待や提案、お詫びに反応できる。
好き嫌いを言うことが出来る。

挨拶、別れ、紹介、感謝などの社交的な接触の関係を
確立することが出来る。
時々繰り返しや言い換えを求めることが許されるな
ら、自分に向けられた話で、身近な事柄について、
はっきりとした、標準的なものはたいてい理解でき
る。
興味ある話題の日常的なことなら短い会話に参加でき
る。
簡単な言葉で自分の感情を表現することが出来るし、
感謝も表現できる。

インタビューする人としてもインタビューを受ける側とし
ても、インタビューに完全に参加することができる。助け
船を出さなくとも、なめらかに議論点を発展させることが
でき、間投詞やあいずちもうまく使える。

きわめて上手に対話の一方を務めることができる。母語話
者と比べても引けをとらず、インタビューする人かインタ
ビューを受ける人として、堂々と、非常に流暢に話や対話
を組み立てることができる。

インタビューをすること、インタビューを受けること

交通違反の不当な呼び出し状、アパートでの損害に 自分の職業上の役割に関するどのような事柄につ インタビューをなめらかに効果的に行うことができる。興
対する金銭的責任、事故に関する責任のような争い いても、複雑な情報や助言を理解・交換すること 味深い返答を取上げ、用意した質問を急遽変えるなどし
ができる。
て、さらに興味深い答えを引き出すことができる。
の解決のためにうまく交渉の話し合いが出来る。
補償案件の概観を述べ，満足が得られるような説得
力のある言葉遣いができ、これらの譲歩の限界を
はっきりと表明することができる。
詳細な情報を確実に人に伝えることができる。
どのような手順でやり遂げるか、明確な細かい指 インタビューを受けるとき、相手に助けてもらったり、水
を向けてもらわなくても、イニシアティブをとってアイデ
示を与えることができる。
問題が起こったことを説明し、販売業者や消費者が 多くの情報源からの情報と論拠を統合して報告で アを伸長、発展させることができる。
譲歩の義務があることをはっきりとさせることがで きる。
きる。

B2と同じ

B2と同じ

製品やサービスを得るための取引

相手の話し方が速かったり長い場合には，繰り
返しや説明を求めることもあるが、言われたこ
とは理解できる。
問題の在処を説明し、次に何をすべきか検討
もし対話相手が、非常に慣用句的な言葉遣いを避け、はっ
身近な話題についての会話なら準備無しに参加でき
旅行中に起きそうなたいていのこと、旅行の打ち合
きりと発音してくれれば、自分の専門分野に関連した話の し、代案を比較対照できる。
る。
わせなどのやり取りに対処することができ、外国を
他人の見方にコメントをすることができる。
時には特定の単語や表現の繰り返しを求めることもあ 概略を理解できる。
訪問中に関係当局と対応できる。
るが、日常的会話で自分に向けられたはっきりと発音 ディベートに参加するのは難しいが、視点ははっきりと示
店や郵便局、銀行で、例えば、気に入らなかった品
すことが出来る。
された話は理解できる。
を返すなどの、あまり日常では起きない状況に対応
時には言いたい事が言えないこともあるが、会話や議 標準的な言葉遣いではっきりとして発音であれば、事実に
することができる。苦情を言うことができる。
論を続けることが出来る。
関した情報をやり取りしたり、指示をうけたり、実際的な 言われたことはたいてい理解でき、必要なとき 例えば、知らない目的地に行くのに降りる駅を乗客
驚き、幸せ、悲しみ、興味、無関心などの感情を表現 問題の解決策を論じたりする、定例の公式の議論に参加す にはお互いの理解を確認するために、言われた に尋ねるなど、実際の旅行中や旅行代理店で旅行の
し、また相手の感情に反応することが出来る。
ることが出来る。
手配に関して起きるたいていの状況に対処できる。 簡単で事実に基づく情報を見つけ出し、人に伝え
ことの一部を繰り返すことが出来る。
自分の意見や反応を、次にすべきことや問題解
ることができる。
決策との関連で、簡単に理由を挙げて説明し
詳細な説明を求め、理解できる。
て、理解させることが出来る。
さらに細かい情報を得ることができる。
仕事の進め方について意見を言うように他人を
促すことが出来る。

騒音の多い環境でも、たいていの話題について長い会
話に参加できる。
母語話者との対話でも、相手を不用意に苛つかせた
り、可笑しがらせたりすることなく、相手が母語話者
同士で会話しているときとは別の振る舞いをしなくて
すむくらいに、互いの関係を維持できる。
気持ちのありようを伝え、出来事や経験の持つ個人的
重要性を強調することできる。

抽象的かつ複雑で身近でない話題でも。ディベートに容易
感情表現，間接的な示唆、冗談などを交ぜて、社交上
についていくことができる。説得力を持って公式に主張を
の目的に沿って、柔軟に、効果的な言葉を使うことが
展開でき、質問やコメントに応じ、複雑な筋立ての対抗意
出来る。
見にも、流暢に自然に適切に応えることが出来る。

複雑な議論についての議論で自己主張できる。
社会や個人生活全般にわたって、言語上の制約もな
母語話者と比べても引けをとらず、明確で説得力のある議
く、ゆとりをもって、適切に、自由に会話が出来る。
論が出来る。

Speaking Part1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Begginer

1Elementary

1=
Elementary

1+
Elementary

非常に基本的な範囲で、自分自身に関することや、具体的
な要求を満たすための単純な表現を知っている。

自分自身に関すること、毎日繰り返して行われること、必
要なものや要求、情報の請求など、具体的な欲求を満たす
ために必要な、簡潔な日常的表現が作れる。
いくつかの単語や覚えた言い回しを使って基本的な構文を
使うことができる。自分自身や他人について、職業、特定
の場所、持ち物などに関してコミュニケーションできる。
覚えた短い言い回しや、限られたレパートリーを駆使し
て、生活していくうえで予測可能な状況をカバーできる。
予想外の状況では、コミュニケーションが成り立たなかっ
たり、誤解が生じることが多い。

たいていの場合、言いたいことを伝えるために内容的に妥
協したり、言葉を探したりする必要があるが、予測可能な
日常的な状況に本人が対応するために必要な、基本的な言
語のレパートリーを持っている。

2=
何とか生活できるだけの言語能力は持っている。語彙的な
Lower
Intermediate 幅の狭さのために発言内容に繰り返しが生じたり、なかな
か内容を言語化できなかったりすることもあるが、多少詰
まったり回りくどかったりはしても、家族や、趣味や、興
味のあること、仕事、旅行、そして時事問題などについ
2て、述べることができるだけの語彙を持っている。
Lower
Intermediate

予想外の状況でもできるだけの言語の幅を持っており、あ
2+
る程度の正確さで考えや問題の主要点を描写することがで
Lower
き、抽象的な内容や，音楽や映画といった文化的な内容に
Intermediate
関しても考えを述べることができる。

3=
Upper
言葉を探していることをそれほど感じさせずに、明確な描
Intermidiate 写や、自分の視点の表明、議論の組み立てが充分に可能な
だけの言語の幅を持っており、複雑な文構造を使うことも
3ある。
Upper
Intermidiate

3＋
自分自身が言いたいことを明確に述べることができる。
Upper
（言いたい事を表現できないがために）発言を制限してい
Intermidiate るという感じを与えることはまずない。

4－
Advanced

4＝
Advanced

（言いたいことを表現できないがために）発言を制限する
必要がほとんどなく、自分自身が言いたいことを明確に言
語化するために、幅広い使用可能な言語の範囲から適切な
表現を選ぶことができる。

正確に自分の考えを言語化したり、特定の点を強調した
り、区別したり、曖昧さを除いたりするために、包括的で
確実な、非常に幅広く習熟した言語の範囲を利用すること
ができる。言いたいことを制限する必要は全く感じられな
い。

5+
Very
Advanced
5=
Very
Advanced
5－
Very
Advanced

4＋
Advanced

一般的な使用可能範囲言語の範囲

ALTE

CEF

Speaking Part2

非常に限られたレパートリー
の、学習・練習済みの単語や
言い回しなら、当人の言語を
聞き慣れている母語話者であ
れば、多少努力すれば理解で
きる。

話の相手は時々、当人に繰り
返しを頼まなければならない
が、大体の場合、発音は明ら
かな外国語訛りが見られるに
も関わらず、理解でいる程度
にははっきりとしている。

時には外国語訛りが目立った
り、発音を間違えることもあ
るが、大体においてよく理解
できるくらい明瞭である。

はっきりとした、自然な発音
やイントネーションを身につ
けている。

より微妙なニュアンスを表現
するために、イントネーショ
ンを変化させたり、文の特定
部分を正しく強調することが
できる。

C1と同じ

音素の把握

自分の言いたいことを、長い発話でも、自然で、苦労なく、詰まら
ずに、流れるように表現することができる。滞るのは、考えを表現
するために最適な言葉を考えたり、適切な例や説明を探そうとする
時だけである。

話し言葉の流暢さ

自分の表現したいことを、比較的容易に表現できる。言語化する際
に、間があいたり、「袋小路」に入り込んだりするものの、他人の
助けを借りずに発話を続けることができる。

比較的一定の長さを保って発話を行うことができる。言い方の型や
表現を探す際に詰まることがあっても、目立って長い間があくこと
は少ない。
互いに無理することなく、ある程度の流暢さで、無理なく自然に、
母語話者と普通にやり取りができる。

挨拶や暇乞い、紹介、“please”「～してください」、“thank you”「どうもありがと
う」、“sorry”「すみません」などの、最も簡単な日常的に使われる丁寧な言葉遣い
で、基本的な社交関係を確立することができる。

日常的に使われる挨拶や呼びかけなど、礼儀正しい言葉遣いで、短い社交的な会話を行う
ことができる。招待や提案、謝罪などを行ったり、それらに応じることができる。

例えば、簡単な形で情報を交換、請求したり、意見や態度を表明したりするなどの、基本
的な言語機能を実行でき、また応じることができる。
最も簡単な、一般的な表現や、基本的な慣習に従って、単純な形ではあるが、効果的に交
際を維持することができる。

適切な表現を探したり，余り馴染みのない言葉を言ったり、コミュ
ニケーションを修復するために、多くの間があくが、非常に短い、
単独の、多くは予め準備しておいたほうが発話を行うことができ
る。

言葉に詰まったり、話し始めて言い直すことが目立って多いが、馴
染みのある話題であれば、余り困難なく言いたいことを言葉に表現
でき、短いやり取りを行うことができる。

話し始めて言い直したり、途中で言い換えたりすることが目立つ
が、短い発話であれば自分の述べたいことを理解してもらえる。

ごく普通の、中立的な言葉遣いで、幅広い言語機能を実現、対応できる。明示的な礼儀慣
習を認識しており、適切に行動できる。
目標言語の文化と当人自身の文化との間の、習慣、言葉遣い、態度、価値観や信条につい
自由な発話で比較的長いものになると特に起きやすいが、構築する
て、最も重要な違いに対する認識があり、それを配慮することができる。
際に文法的および語彙的に正確であろうとして間があいたり、発話
の修復を行うのが目立つが、ある程度の長さの、理解可能な発話を
行うことができる。

その場の話の速度が速く、口語的であっても、ある程度の努力を払ってグループ討論につ
いていくことができ、また参加することができる。
母語話者との対人関係を維持できるが、その際、当人の意図に反して母語話者が可笑し
がったり、苛つくことはなく、また母語話者が当人と話す際、母語話者同士の場合と違っ
た話し方をしなくてすむ。
言語化する際に深刻な誤りを犯すことなく、色々な場面で自分自身の述べたいことを表現
することができる。

公式の言葉遣いでも、くだけた言葉使いでも、その場や会話の参加者に応じた適切な言葉 長く複雑な一連の発話であっても、多くの場合非常に流暢で、自由
遣いで、はっきりと理解できる。礼儀正しい言葉遣いで、自分自身の述べたいことを自信 な表現が可能であることが見てとれるし、無理の無い自然さでコ
ミュニケーションを行うことができる。
を持って言うことができる。

幅広い慣用句的な表現や口語表現を認識することができ、言葉の使用域の変化も理解でき
る。しかし、特に聞きなれない訛りの場合、時々細かいことを確認する必要があるかもし
概念的に難しい内容に関してのみ、自然で滑らかな言葉の流れが損
れない。
なわれるが、自分自身の述べたいことを流暢かつ自然に、ほとんど
俗語や慣用句がかなり使われている映画の筋を追うことができる。
苦労せずに述べることが可能である。
感情的表現、間接的表現、冗談なども含めて、社会的な目的で、柔軟に、且つ効果的に言
語を使うことができる。

慣用句的表現や口語表現をうまく使いこなせ、コノテーションも分かっている。
母語話者が言語を使用する際の社会言語的、および社会文化的な意味を充分に理解し、適
切に応じることができる。
社会文化的、および社会言語的な違いを考慮しながら、目標言語の話者と自分自身の生活
地域の言語の話者との間を、効果的に仲介することができる。

社会言語的な適切さ

