
．はじめに

テストは、受験する者に多少の精神的負担を与える。テストが日常生活の一部となってい

る学生や生徒達にとってはもちろんのこと、すでに職業に就いている人の中にも、テストを

身近な頭痛の種と感じている人は少なくないだろう。何度受験しても合格しない、あるいは

スコアが上がらない場合は尚更である。しかし一方で、テストが学習の動機となっている場

合があることも事実である。学生の場合は単位取得や卒業の可否が、企業で働く人々にとっ

ても昇進・昇給・希望する部署への配属がかかっているとすれば、頑張ってみようと思うの

は自然なことだ。実際、多くの企業や大学で特定のテストスコアが到達目標として掲げら

れ、スコアアップのために学習している就労者・学生は少なくない。つまり、そのスコアを

クリアしようという、動機付けがなされていることになる。 テストがなければ勉強しな

い という人が多い中、この点だけを見れば、テストの使用が必ず学習意欲の高揚と結びつ

くと判断されるかもしれない。

しかし、テストによる目標設定・学習の動機付けが、成功しない場合があることを多くの

人が経験していることと思う。たとえば、これからテストを受験しようという学生から 何

を勉強すればいいかわからない 、 ヤル気にならない などということばを聞くこともあ

る。ここから、 テストが原因の つとなって、学習意欲が低下することがある という仮

説を立てることができる。

この仮説はわざわざ立証されるまでもなく、多くの人が経験していることであろう。しか

しながら、もし上の仮説が正しいとするなら、テストに対する問題意識がもっと高まってい

いはずである。ところが現状は、テストに対する理解不足から、学習者の英語嫌いを引き起

こしているようにも見える。近年、非常に多くの企業や大学などで、就労者や学生の英語の
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実力を測定しようと試みられているが、その過程で 英語離れ を引き起こしているのでは

ないか。現時点では、実力測定の道具として最も普及しているのは （詳細は後述）

である。ならば、この が学生や就労者の学習意欲低下と関係があるかもしれない。

そこで本稿は、 の波及効果について概観しながら、学習意欲を低下させる可能性の

有無を質問紙による調査を通して明らかにした上で、 というテストの使用に関して

理解を求めようとするものである。

． について

． ． とは

（ ）は、米国

（ ）によって 年に開発されたテストで、 国際ビジネスコ

ミュニケーション協会 運営委員会のサイト（以下、 公式サイト と呼ぶ）におい

て 英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテスト と紹介されて

いる。日本語での名称は 国際コミュニケーション英語能力テスト である。英語を母国語

としない人を対象として開発されており、総合的な英語力を測定すると言われている。

． ． の出題形式・構成

テスト時間は 時間。構成は、大きく （ 分）と

（ 分）に分かれ、さらにそれぞれ つ、 つのパートに分かれている。すべて

形式で、設問の形式は以下の通りである。サンプル問題は公式サイトで見

ることができる。一般受験料は 人 円（税込）、賛助会員受験料 円（税込）（

年 月現在）である。

誤答によって減点されることはなく、また、推測によって回答することも奨励されてい

る。結果は、合否ではなく 点から 点までの 点刻みのスコアで返され、常に評価基準

が一定に保たれていて、能力に変化がない限りスコアも一定に保たれるという。そのため、

は、 を用いて現在の英語能力を正確に把握したり、目標とするスコアを設定

したりすることが可能であるとしている。

． ． の需要

は開発以来需要が増加し、 年以降年間受験者数は 万人を超え、 年で

は 万人を超えている。さらに、世界約 ヶ国で実施されており、公式サイトでは、

はグローバルスタンダードであると明記されている。 年の調査では の大学

が を入学時の合否基準の つとして使用し、 校が単位認定に使用している。ま

た、企業でも社員採用時、昇進・昇給、海外派遣社員の選定などに活用されている。 年

の では 実施企業数は 社、受験者数は 人で、ともに 年

連続で増加したという。
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の波及効果と学習意欲の低下について（津村）

． 使用の実態

上記のように、 は多くの大学や企業において活用されており、我が国における知

名度が高い。しかし、海外での活用例は少なく、受験者の大半が日本人であることから、

表 ． の出題形式と構成（ 公式サイトより加工・転載）

セ ク

ション
形 式 設問数

リ
ス
ニ
ン
グ

写真描写問題

枚の写真について つの短い説明文が 度だけ放送され

る。説明文は印刷されていない。 つのうち、写真を最も的

確に描写しているものを選び解答用紙にマークする。

問

問

応答問題

つの質問または文章とそれに対する つの答えがそれぞ

れ 度だけ放送される。印刷はされていない。設問に対して

最もふさわしい答えを選び解答用紙にマークする。

問

会話問題

人の人物による会話が 度だけ放送される。印刷はされ

ていない。会話を聞いて問題用紙に印刷された設問（設問は

放送される）と解答を読み、 つの答えの中から最も適当な

ものを選び解答用紙にマークする。 各会話には設問が 問

ずつある。

問

説明文問題

アナウンスやナレーションのようなミニトークが 度だけ

放送される。印刷はされていない。各トークを聞いて問題用

紙に印刷された設問（設問は放送される）と解答を読み、

つの答えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークす

る。各トークには質問が 問ずつある。

問

リ
ー
デ
ィ
ン
グ

短文穴埋め問題

不完全な文章を完成させるために、 つの答えの中から最

も適当なものを選び解答用紙にマークする。

問

問

長文穴埋め問題

いろいろな文書が印刷されている。設問を読み、 つの答

えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各

文書には設問が数問ずつある。

問

読解問題

いろいろな文書が印刷されている。設問を読み、 つの答

えの中から最も適当なものを選び解答用紙にマークする。各

文書には設問が数問ずつある。

問

合 計 問



グローバルスタンダード とはほど遠いとも指摘されている（中田 ）。さらに信頼

性、妥当性の高いテストとして紹介されているが、その双方を否定する研究も行われてきた

（ 清水 ）。信頼性・妥当性がともに疑わしいため、英語

力の指標として十分な情報をもたらしていないということになる。

テストが教育上必要で避けて通れないものだとしても、受験者の負担を軽くし、できるだ

けスムーズに通過できるように学習過程に組み込んでやる必要がある。テストをうまく活用

するための前提条件は、テストがそのテストを課す側の目的と合致しているということであ

る。ところがこの前提条件をクリアする以前に、テストを行う目的が明確に意識されていな

い場合があることは明らかである。津村（ ）の企業に対する調査でも なぜ を

使っているのか という問いに対して、説得力のある回答をした企業はない。さらに、そも

そも何を測定しようとしているのか、スコアから得られる情報を何に使うのか、など重要な

ことが十分考慮されておらず、適当なスコアを選んで 線引き を行っているに過ぎないこ

とが明らかとなった。

大学などの教育機関においても以下の内容を考慮して を採択しているところは少

ないと思われる。 ）そのテストの特徴や適性、 ）テストを課す目的と目標、 ）テスト

結果（スコア）の意味、 ）テストが学習内容・方法に与える影響、そして ）目標達成に

要するおおよその学習量・時間、など。こうしたことを考慮せずに特定のテストを使用して

も後述するような否定的な影響が現れるだけであろう。

は、誕生以来 年近くに及ぶ現在でも研究・改良・開発が続けられており、

（ ）として優れたテストかもしれない。その目的が、受験者集

団の中での個別受験者の相対的位置を推定することなら、受験者数の多い はその機

能をよく果たしていると言ってよい。しかし、 は、あらかじめ設定された、到達目

標（基準）を満たしているかどうかを見る （ ）ではない。

にもかかわらず として使用されている現状はテストに対する理解不足を物語ってい

る。

．波及効果について

． ．波及効果の定義

波及効果とは、指導内容や方法が確定した後にどのような評価を行うかが決まるという本

来の順序とは逆に、評価の内容や手段が指導内容・方法に影響を与えることを言う。つま

り、指導者の立場からは、テストを常に意識して指導の内容・方法を考えることになり、逆

に学習者の立場から見れば、テストでいいスコアを得ることを目標として学習することにな

る。目標が定まってしまえば、何をどう学習するのかについてかなりの制限が加わることに

なり、場合によっては教員や学習者の意図に反することを行わなければならない。評価の中

でテストが占める割合が高いため、テストの波及効果は決して小さくはない。したがって、

テストは学習者の学習過程そのものに最大の影響力を持っていると言える。
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の波及効果と学習意欲の低下について（津村）

． ．企業における の波及効果

就労者にとって、昇進、昇給、そして海外派遣先の決定などは最大の関心事である。これ

らにテスト結果が大きく関わっているとすれば、当然、受験者はそのテストでいい結果を残

そうと努力することになる。しかし、このような重要な決定に を利用することは企

業の目的に適っているだろうか。企業が求めているのは、英語でメール作成ができる、顧客

の応対ができる、交渉ができるなど、英語で実務を遂行できる人材であろう。であるなら、

企業で働く者にとっては、 、 、 、 をバランスよく身に

付けることが語学を学ぶ本来の目的・目標でなければならない。にもかかわらず、

の受験を奨励すると、就労者は業務に必要な能力の向上より、スコアを伸ばす近道を探ろう

とするだろう。仮にいいスコアをとったとしても、それは必ずしも業務を遂行する能力を示

してはいない。 のスコアが、個人の任務遂行能力について有益な情報をもたらさな

い以上、このスコアに左右された決定はその企業に少なからず損害を与えかねない。たとえ

ば、コミュニケーション能力に欠ける者が、 のスコアが良かったばかりに重要な交

渉を任され、こちらの要求が取引先に伝わらず自分の企業に損害を与えるなどということも

起こり得る。逆に能力のある者が、スコアが芳しくないために採用されない、重要な職務を

与えられない、などということも考えられる。このような状況に陥らないためには、実際に

どのような能力を測定するべきか、またその方法としてどのような物差しを用いるべきか、

賢明な選択をするしかない。

． ．教育機関（特に大学）における の波及効果

企業による の利用はそうした企業へ就職しようとする大学生や、大学の授業にも

大きく影響を与える。特定の企業に採用されたいと思う求職者にとって、 のスコア

は、彼らの運命を左右するほどの影響力を持つ。だから、求職する学生の評価が少しでも高

くなるよう、その対策をしておこうと考えるのは、多くの学生に就職させたいと思う大学側

にとって自然なことである。その結果、 が大学などの教育機関で普及し、

として、また単位認定基準の一部として活用されている。さらに、資格試験

や 準備のための科目が開講され、受講希望者も増えているという。中には、年に

、 回 を必ず受験させるという大学さえ存在する。このように による教

育機関への波及効果は大きい。

しかし、この波及効果には否定的な側面がある。 つは 英語の授業 試験のための学

習 という印象を学生に与えてしまっていることである。極端な場合、 英語は教えてもら

わなくてもいい、 を教えてほしい という要望が学生側から出ることもある

（ ）。大学のカリキュラムに が浸透してくると、スコアを伸ばしてく

れる授業が良い授業、スコアを伸ばせる教員が優秀な教員と判断されることになるだろう。

さらに、対策学習・指導方法、そして学習者の学習意欲に対する波及効果も決して軽視でき

ない。



．対策学習・指導について

スコアを上げたいという受験者がいれば、その実現を支援しようという意図で対策講座が

開講されることがある。また、受験者も 対策としての学習を行うことになる。そし

てこうした 対策はテストの波及効果の顕著な例の つである。限られた時間でテス

ト対策を行わなければならない場合、語学の実力を養成することより、とにかくスコアを少

しでも上げることに重点が置かれるのは自然なことである。そのような対策指導・学習で見

られる特徴が つある。 つは、 と同じ形式での演習である。模擬試験という形で

実際のテストと同じ時間を割いて行う場合もある。 つめは 受験テクニックの指導 、さ

らにもう つは 詰め込み 学習である。後述するように、いずれも実力養成における効果

とは関係なく行われている。

． ． 形式での練習について

第 の特徴は、テストと同じ形式での練習である。 受験が奨励されると、授業に

おいても の形式、つまり 形式が過剰に重視される。学生にとって

目標となるテストが 形式であるため、授業も実際の 形式の問題に

臨ませ、終了後に解説を行うという形式で行われる。そのような授業の効果について、次の

ような報告がある。 （ ）は、非英語専攻の学生が週 回の

対策授業を前後期通して受講した場合、 のスコアでは伸びは確認でき

ず、 においてわずかに伸びが確認できただけだった。一方、はじめから の

スコアが比較的高かった英語専攻の学生が、同じ期間週平均 回の指導を受けた場合、どち

らのセクションについても伸びは見られなかったという。この結果から、

形式で演習授業が行われた場合のスコアへの効果は疑わしいと言える。実力、すなわちコ

ミュニケーション能力の養成についてもその効果は疑わしい。なぜなら、意味・意図を汲み

取ったり、逆に自分の言いたいことを伝える、つまり意味の交換に焦点があてられるコミュ

ニケーションと、選択肢の中から何らかのヒントをもとに正解を選び出す技能とは全く異質

なものであるからだ。したがって、 形式の練習は、実力養成においてもあ

まり大きな期待はできないと考えた方がいい。

． ．受験テクニックの指導について

第 の特徴である 受験テクニックの指導 は、その多様性故にすべての効果を検証する

ことは不可能だが、少なくとも運営委員会の見解ではスコアに大きく影響するようなものは

ないという。運営委員会によるとスコアに影響が現れるにはかなりの学習量・時間が必要で

あるとしている。

表 は、 （ ）の中で、 目的のスコアを取るための平均的な学習時間 として

掲載されているものを加筆修正したものである。表中の数値は、たとえば現在スコア の

受験者が次の で まで上げるには約 時間の学習が必要であることを示してい

る。もちろん学習時間は、学習方法や個人の能力によって違うため、数値はあくまでも目安

でしかないが、スコアアップには膨大な学習時間が必要であり、テクニックを駆使したとこ
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の波及効果と学習意欲の低下について（津村）

ろで、それが個人の実力育成に及ぶほど継続的に訓練されない限り、ほとんどスコアに影響

しないことがわかる。

さらに、開発元の は受験者に対して、次のようにアドバイスしている。

上の記述によると、スコアアップに有意な差を生じさせるためには少なくとも 時間の

学習時間が必要であり、数週間という短期間でスコアを上昇させるなど不可能に近いという

ことがうかがえる。また、英語を外国語として学習している日本人なら、 度目の受験は、

度目の受験から少なくとも 時間をあけたほうがいいという。要するにテクニックでは

なく、時間をかけて実力そのものを上げない限りスコアに伸びは現れないと考えてよい。そ

れほどの時間を英語学習のみに費やそうという学生・社会人は滅多にいないことは推測に難

くない。だからこそ安易にテクニックに頼ろうとするわけだが、どのようなテクニックを用

いたところで、学習時間が上の表で示された時間にほど遠いなら、重視するに値しないと考

えるべきだろう。

． ． 詰め込み 学習について

頻繁に行われていると考えられるもう つの対策・学習方法、つまり、文法事項や語彙・

表現の 詰め込み は、スコアアップに結び付くだろうか。大量に行えば、多少のスコア

アップが期待できることは否定できない。実際、多くの受験者がこの方法で学習しているこ

表 ． 目標スコア達成までの学習時間（ 教師用ガイ

ド─スコアアップのために より加工・転載）

現 在 の

ス コ ア

目標のスコア



とは、 用の文法書・語彙集・表現集が大量に出回っていることから容易に推測でき

る。テストまでにどれだけの時間が残っているかにもよるが、その時間が少なければ少ない

ほど、暗記に頼ることになる。たとえばテストの 分前なら、せいぜい単語や熟語をいくつ

か覚えるくらいの学習しかできないのが普通である。

しかし、詰め込んだ内容は試験が終わると急速に薄れてしまい、実力が付いたと実感する

には至らないことは誰もが経験していることではないだろうか。 詰め込む ことが、言語

運用能力の向上にあまり貢献しないということは、もはや周知の事実であろう。こうした受

験勉強を繰り返していても、おそらく自分の身の回りのことさえ英語で満足に表現できるよ

うにはならない。たとえ多少テストのスコアアップは期待できたとしても、コミュニケー

ション能力のアップに結び付かないのであれば、避けるべき学習方法ということになろう。

また、詰め込み学習でスコアが飛躍的に伸びるなどということが起こるなら、そのようなテ

ストは信頼性も高いはずがない。

付け焼き刃的受験対策は には通用しない と 運営委員会が明記してい

るように（公式サイト よくある質問 ）、直前対策的な指導は効果が期待できないばかり

か、語学の授業としては的外れでる。実際、上に挙げた つの特徴は、いずれも実力養成の

効果とは関係ないところで行われている。語学の実力は長期的・継続的な学習によってのみ

培われ、そうして身に付いた実力が などの で計測されるのは順序として正し

いが、スコアを上げることが目的となり、コミュニケーションとしての語学が軽視されてし

まっては本末転倒である。

だが一方で、応急措置的なテストのための対策が求められているのは、コミュニカティヴ

な言語活動を行うより、上記に挙げた つの学習・指導方法で、スコアが上昇すると受験者

が考えているからであろう。つまり、できるだけ楽をして結果を出したい、という受験をす

る側の学習に対する意識の低さにも問題があると考えられる。

．テストに対する学生の意識と意欲低下の原因

もし の波及効果が学習意欲に及ぶとすれば、それは最も深刻な影響と言えよう。

実力の伸長度は必ずしもスコアに反映されない。にもかかわらず、学習者はスコアに振り回

され、スコアの上下に一喜一憂することになる。何度受験しても伸びが見られなければ、学

習意欲を低下させることにもなるだろう。では、学習者はどのような意識を持っているの

か。また、意欲低下の原因としてテストはどのくらい重要な意味を持っているのだろうか。

この点を明らかにするため つの質問紙調査を行った。

． ．調査 （学習とテストに対する意識について）

まず、本学学生は学習全般に対してどのような意識を持っているのかを調査するために、

年生 名、 年生 名（計 名）に自由記述式で、学習に対する不安、授業・テスト・教

員に対する要望、自分のこれまでの学習態度について書いてもらった。調査時期は 月であ

る。この回答を基に、語句・表現を追加・訂正し、さらに筆者の質問を 問追加して 問の
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質問紙を作成した（ ）。筆者が追加した質問は、 、 、 、 、 、 、 、

、 、 である。波及効果においては、 に当てはまることはテスト全般にも当て

はまると考えられるので、 に限定するのではなく、学習全般についての質問の中に

テスト全般に関するものを混ぜた。これは 受験経験者が少ないためにとった処置で

もある。本学必修科目英語 、 を受講する学生 、 年生（ 年生 名、 年生 名、計

名）を対象として、 の質問紙に回答してもらった。調査時期は 月から 月

初旬である。回答は無記名・任意とし、質問紙は出席者全員に配布したが、未記入のものは

除いたため有効回答数は （ 年生 、 年生 ）であった。

． ．調査 の結果と考察

調査 の質問紙は様々な項目を盛り込み学習全般について質問しているが、ここではテス

トと関係がある項目のみについて述べる。 試験がないと勉強しないか という質問に対し

て、 非常によくあてはまる 少しあてはまる どちらともいえない あまりあてはまら

ない 全然あてはまらない の 段階で回答してもらった。図 から テストがなければ

勉強しない と考えている学生が ％いることがわかる。動機付けを行う上でも、テストが

担う役割が非常に重要であることを示している。

一方、同様の形式で テストでいい点が取れなければやる気がなくなる 、そして 伸び

が見られないとやる気がなくなる に対して回答してもらったところ図 、 のようになっ

た。回答のパターンを見ると、この つの質問を、ほぼ同内容であると解釈していることが

うかがえる。 非常によくあてはまる と 少しあてはまる と回答している学生の合計

が、前者では ％、そして後者では ％いることから、テスト項目には点数が取れるもの、

受験者の大半が正解できるものを入れておくことが望ましいこと、また、努力した分がスコ

アに反映されるようなテストが使用されるべきであると言える。

図 ． 試験がないと、おそらく勉強しないと思う に対する回答



． ．調査 （意欲低下の原因について）

調査 において確認されたことを、他の意欲低下の要因と比較してみることにした。関西

年制の大学 校と短期大学 校の学生 名（ 年制学生 名、短大生 名）を対象に意

欲喪失の原因を 項目の質問紙を使用して調査した。対象の学生はいずれも非英語専攻で、

年生 名、 年生 名、 年生 名、 年生 名であった。調査時期は 月から 月にか

けてである。回答は無記名・任意とし、未記入、空欄が つ以上あるものは除外した。上記

各人数は除外後のものである。有効回答数 。調査に使用した 項目はパイロットスタ

ディにおいて、短期大学学生 名に自由記述で回答してもらったものを基に選択し、加筆・

修正を行ったものである。英語が 好き どちらかというと好き を選択した学生 名を

好きグループ とし、 嫌い どちらかというと嫌い と回答した学生 名を 嫌いグ

ループ とした。 どちらでもない と回答した学生は 名であった。各質問項目について

は、実際に項目のような経験がある場合は各自の経験に基づいて回答すること、そして経験
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がない場合は、 もし項目のようなことが起こったら 、と仮定して回答するように指示し

た。各質問項目に対して、 件法により回答してもらいスケールをそのまま得点として平均

値を算出した。たとえば、 全然そう思わない は 点、 強くそう思う は 点である。

． ．調査 の結果と考察

表 は 項目ある中で平均値が高かった上位 項目をグループ別に示している。なお、

嫌いグループ において、上位 項目はすべて平均値が を超えており、 項目すべてが

意欲喪失の大きな原因と考えられる。

意欲を失った、または失う可能性がある要因として、 試験が難しかったから という項

目は 嫌い グループで 項目中 位、そして テストでよい点が取れない という項目は

好き グループと 嫌い グループでそれぞれ 位、 位である。このことからテストが

学習意欲を低下させる潜在的要因としてかなり大きな影響力を持つこと、また、テストの難

易度も軽く扱われるべきではないことが推測できる。つまり、難易度の設定、テスト項目や

テスト自体の妥当性は、学習者の意欲と直接関わっていることになる。

また、 上達しているかどうかがわからない という項目が、両グループでそれぞれ

位、 位に入っていることから、そうした情報を正確に与えられるかどうかが、評価方法を

選択する際、重要なポイントであることが容易にわかる。

さらに、 覚えることが多い については、 好き グループでは 位であるが、 嫌い

グループでは 位となっている。そう感じてきた学生は、おそらくテストの前に大量に記憶

させられ、語学学習とはそういうものだと思っているのかもしれない。これは、旧態依然と

したテスト形式が英語嫌いを生む最大の原因であることを物語っている。

表 ． 好き グループと 嫌い グループの意欲喪失の原因

（ 項目中、平均値が高かった 項目）

順

位
英語 好き グループ

平均

値

標準

偏差
英語 嫌い グループ

平均

値

標準

偏差

教員に対する信頼を失った 覚えることが多い

教え方が悪い 勉強方法がわからない

学習する目的がわからない 教え方が悪い

クラスの雰囲気が悪い 授業が難しかった

教師の態度が学生によって違う 教員に対する信頼を失った

教科書がつまらない 文法が難しいと感じた

上達しているかどうかわからない テストでよい点が取れない

テストでよい点が取れない 時間がない

質問の答えに不満 上達しているかどうかわからない

覚えることが多い 試験が難しかった



．結 び

テストは、学習者に精神的負担を与えるという否定的な側面を有しながら、学習を誘起

し、目標を定めさせる役割をも担っている。だからこそその影響は大きく、特定のテストを

選定するに当たっては細心の注意が必要である。テストが変わらなければ授業の内容や方法

も変わらない。 大量に記憶してテストに臨み、テストが終わると忘れる という無意味な

過程を繰り返すだけである。しかもこれが学習意欲を失わせる要因となっているのだから、

早急に改善しなければならない事は明らかである。覚えること自体が学習ではない。覚えた

ことを実際に使う要素をテストの中に入れていくことで、言語運用能力がテストされること

になる。テストがそういう方向に変われば、授業においてもコミュニカティヴな言語活動が

もっと学習者に歓迎されるはずである。英語で用が足せる人材育成のためには、テストの見

直しが最優先課題と言える。

本研究は、 の波及効果について概観し、さらにその効果においてもっとも重要な

テストに対する学習者の意識と学習意欲を失う原因について質問紙による調査を行った。

は国内においてもっとも普及している英語力テストであり、故にその波及効果も大

きいと言える。調査の結果から、 が学習意欲低下の潜在的要因であることがわかっ

た。筆者が行った調査は質問紙による調査が つで、それぞれ有効回答数が 、 と、調

査 については被験者数も少なく、また、本学の学生のみを調査対象としているため、結果

を一般化することはできない。調査 についても関西の大学・短大合わせて 校からのデー

タであるため、全国の教育機関に当てはまるわけではないことを注意しておきたい。

だが、上述の通り、 への偏重が重大な問題を生んでいることは明らかである。

の受験を課すこと、奨励することによって、学習者の目標は、スコアを上げること

に焦点があてられ、学習内容の大半が受験テクニック習得や問題形式に慣れるための

と同形式の問題演習で占められることになる。また、スコアアップへの近道とし

て、語彙、表現、文法事項を比較的短期間で蓄積させることが重視される傾向にある。しか

もそのような学習でスコアが上がると思っている学習者・教員は少なくない。その結果、外

国語の学習 受験勉強、つまりテストのための詰め込み学習ととらえられてしまう。これ

は、コミュニケーションを重視する外国語教育にとって大きな障害であり、わずかなスコア

の変動に踊らされている学習者は、具体的な学習の指針を見出せずにいる被害者と言えよ

う。

特定のテストを実施することによる、望ましい教育的効果は、受験者にとってそのテスト

が学習動機となり、具体的に身に付けるべき目標ができること、テスト結果から受験者が自

分の弱点を知ること、 今までできなかったことができるようになった という自信を得る

こと、さらにその結果として学習が楽しくなり、自発的な学習が誘起されることである。企

業や教育機関においても、テストがこのように機能しているかどうかに焦点があてられなけ

ればならない。うまく機能していなければ、実施する必要のないものである。抽象的なスコ

アの上下を根幹として教育効果を語ることは、最悪の波及効果、つまり 勉強嫌い を生み

出す可能性があることを忘れてはならないと思う。
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