
1982年、米国外国語教育協会（ACTFL）は、米国教育省からの資金援助を受

け、ACTFLプロフィシェンシー・ガイドライン、オーラル・プロフィシェン

シー・インタビュー（OPI）、OPIテスターのトレーニングと認定プログラム

という３つのプロジェクトの取り組みを同時に開始しました。 これらの取り

組みは発展を遂げ、米国そして国際的な言語の教育、学習、評価方法を一変さ

せるプロフィシェンシー（言語熟達度）の流れを生み出します。 「ACTFLプ

ロフィシェンシー・ガイドライン創設40周年記念講演」では、この言語熟達

度をはかるガイドラインの歴史、進化、影響について解説します。 講演後は、

ACTFL-OPIのシニアファシリテーターとの対談および質疑応答を予定してい

ます。

2022年8月18日（木）19:00～21:00 (JST)

オンライン開催（日本語字幕つき講演 / 同時通訳つき対談）

参加費：無料

定員：300 名

申し込み締め切り：８月７日（日）

*定員に達し次第、受付終了

【プログラム】

19:00-19:05   開演の挨拶

19:05-19:50   ビデオ収録講演

ACTFL プロフィシェンシー・ガイドライン創設40周年を祝して

エルヴィラ スウェンダー 氏

（元ACTFL プロフェッショナルプログラム ディレクター）

19:50-20:00    休憩

20:00-20:30   対談

エルヴィラ スウェンダー 氏

三浦 謙一 氏

（米国 フランクリン＆マーシャル大学

シニア・ティーチング・プロフェッサー、

ACTFL-OPI ファシリテーター（トレーナー））

20:30-20:45   Q＆A

20:45-20:55 ACTFLからのビデオメッセージ

マーガレット マローン 氏

（ACTFL アセスメント＆リサーチ ディレクター）

21:00 閉会

Celebrating 40 Years of the 

ACTFL Proficiency Guidelines

日本語 OPI 研究会主催 公開シンポジウム
Japanese OPI Research Group  Symposium

Thursday, August 18th, 2022 19:00～21:00 (JST) 

Online: Webinar with Japanese subtitles /

Dialogue with simultaneous interpretation

Attendance fee: free                    

Capacity: 300 people 

Registration required by August 7th (Sun), 2022

*Registration will close when capacity is reached

In 1982, with funding from the U.S. Department of Education, the

American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) launched

three concurrent initiatives: The ACTFL Proficiency Guidelines, the Oral

Proficiency Interview (OPI), and the OPI tester training and certification

programs. These developments spawned a language proficiency

movement that transformed how languages are taught, learned, and

assessed in the U.S. and internationally. “Celebrating 40 Years of the

ACTFL Proficiency Guidelines,” will describe the history, evolution, and

impact of these proficiency initiatives. The lecture will be followed by a

dialogue with a senior ACTFL-OPI facilitator and a Q/A session.

【Program】

19:00-19:05  Opening greeting

19:05-19:50  Video recorded lecture

Celebrating 40 Years of the ACTFL Proficiency Guidelines

Dr. ELVIRA SWENDER

ACTFL Director of Professional Programs (ret.)

19:50-20:00  Break

20:00-20:30 Dialogue

Dr. ELVIRA SWENDER

Prof. Ken-ichi Miura

Senior Teaching Professor at Franklin & Marshall College,  

ACTFL-OPI facilitator (trainer) 

20:30-20:45  Q＆A

20:45-20:55  Video Message from ACTFL

Dr. MARGARET E. MALONE

ACTFL Director of Assessment and Research

21:00 Closing

ACTFL プロフィシェンシー・

ガイドライン

創設40周年記念講演

申し込みフォームは次のページをご覧ください。 Sign up form URL is on the following page.



プロフィシェンシーに基づく言語評価やテストデザイン、

研究を専門とする国際的に著名な言語学者。 1996年から

2016年まで、ACTFLのプロフェッショナルプログラム担当

ディレクターとして、言語評価向上のための国際的なプロ

ジェクトの開発や普及を指揮した。現在の研究領域：言語教

育者と学習者のプロフィシェンシーの成果、職場での言語レ

ベル、ACTFLプロフィシェンシー・ガイドラインと米国政府

のILR尺度、ヨーロッパ共通言語参照枠、NATO STANAG 

6001.5との間にあるテスト尺度や枠組みの相関性／整合性。

米国フランクリン＆マーシャル大学シニア・ティーチングプ

ロフェッサー。日本語、日本文学、ポップカルチャーを担当。

1994年にACTFL 日本語OPIテスターの資格を取得し、2004

年よりファシリテーター（トレーナー）として活動。米国政

府OPI、ACTFL WPT、OPIC、AAPPLにも関わる。著書に

『PBIによる日本語教育』（仮題、共著、2022年出版予定）

『OPIによる会話能力の評価』（共著、2020年）がある。

現在の研究テーマ：少年アニメにおける「父」、ミクロレベ

ルの多様性と言語教育。

Celebrating 40 Years of the 

ACTFL Proficiency Guidelines

● Dr. ELVIRA SWENDER

Dr. Elvira Swender is an internationally recognized language

expert, specializing in proficiency-based language

assessments, test design, and research.From 1996 - 2016,

Dr. Swender was the ACTFL Director of Professional

Programs, overseeing the development and dissemination

of international initiatives for the improvement of language

assessment. Current areas of research include proficiency

outcomes of language educators and learners, language

levels in the workplace, and correlations/concordances

among testing scales and frameworks across the ACTFL

Proficiency Guidelines, the U.S. Government’s ILR Scale, the

Common European Framework of Reference, and the NATO

STANAG 6001.5.

ACTFL プロフィシェンシー・

ガイドライン

創設40周年記念講演

エルヴィラ スウェンダー 氏

三浦 謙一 氏

日本語 OPI 研究会主催 公開シンポジウム
Japanese OPI Research Group  Symposium

申し込みフォーム Registration form: https://forms.gle/VuvrbjywWyqM1WP68

*開催日が近づきましたら、登録メールアドレスにZoomのウェビナーURLをお送りします。
Zoom webinar URL will be sent to your registered email address as the date of the webinar approaches.

問い合わせ Contact: j.opistudygroup@gmail.com

● Prof. Ken-ichi Miura

Senior Teaching Professor at Franklin & Marshall College,

USA, teaching Japanese language, literature, and pop

culture, certified as an ACTFL Japanese OPI tester in 1994,

and as a facilitator (trainer) since 2004. Prof. Miura has

been involved with the U.S. Government OPI, ACTFL WPT,

OPIC, and AAPPL. Prof. Miura's publications include

Japanese Language Education by PBI (tentative title, co-

authored, scheduled to be published in 2022), and

Assessment of Communicative Skills by OPI (co-authored,

2020). Current research topics: Concept of "father" in boys'

animations, and micro-diversity & language education.

【講師プロフィール】 【Lecturer’s profiles】

https://forms.gle/VuvrbjywWyqM1WP68
https://forms.gle/VuvrbjywWyqM1WP68

