『ACTFL-OPI試験官養成ワークショップ』のご案内
2018年度のACTFL-OPI試験官養成ワークショップは、以下を予定しております。参加ご希望の方は、
下記の注意事項などをご確認の上、同封の申込書を郵便にてご返送ください。スキャンしてメールに添
付して頂いても結構です。なお、お申し込みは先着順となります。申込書到着時にすでに定員に達して
しまっている場合はご連絡いたしますので、その旨あらかじめご了承ください。ご不明な点などござい
ましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
現在募集中の日程は以下の通りです。
●第105回 ACTFL-OPI試験官養成ワークショップ
【日時】７月６日（金）～７月９日（月）９：30-18：30
【会場】株式会社アルク本社（東京都千代田区）
【講師】牧野 成一（プリンストン大学名誉教授）

受付終了しました

●第106回 ACTFL-OPI試験官養成ワークショップ
【日時】12月23日（日）- 26日（水）９：30-18：30
【会場】株式会社アルク本社（東京都千代田区）
【講師】嶋田 和子（一般社団法人アクラス日本語教育研究所 代表理事）

受付終了しました

●第107回 ACTFL-OPI試験官養成ワークショップ
【日時】12月25日（火）- 28日（金）９：30-18：30
【会場】公益財団法人京都日本語教育センター 京都日本語学校（京都府京都市）
【講師】鎌田 修（南山大学教授）
受講料：各回209,520円（194,000円＋税）
※日本語版トレーニングマニュアル、ロールプレイカード（３レベル）、音声審査料（2回分）
※受講料にACTFL会員費は含まれておりません。
定 員：各回10人
参加資格：日本語教師
※日本語ノンネイティブ話者が参加なさる場合は、原則的にACTFL-OPI超級保持者を対象としています。

【注意事項】
※お申込前に、このご案内をよくお読みください。
※4日間連続のワークショップです。1日のみ等の参加はできません。振替受講はできません。
※遅刻・早退・欠席は認められません。
※ご自身でACTFL本部と連絡を取っていただく場合がございますが、その際には英語でのやり取りと
なりますので、あらかじめご了承ください。
【受講料のお支払いについて】
※受講料お支払いのご案内は、申込者が最少催行人数（7名）に達し次第、メールにてご連絡いたします。
最少催行人数に達しない場合、不催行となることもございます。
【キャンセルについて】
※お申込み後、やむを得ずキャンセルされる場合は必ず下記までご連絡ください。受講料お振込前であれ
ばキャンセル料はかかりませんが、受講料お支払い後はキャンセル料（60,000円 税込み）がかかりま
すので、あらかじめご了承ください。

【お問い合わせ・資料（申込書）ご請求先】
株式会社アルク日本語事業部 (OPI係) 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-6 市ヶ谷ビル
E-mail：opi@alc.co.jp（件名を「OPIワークショップについて」としてください）

ACTFL-OPI試験官養成ワークショップ 時間割（予定）
◆第１日目
9:30～11:00 ローチング・セレモニー（開講式：講師・担当者紹介）
オリエンテーション
講義「判定の仕方」
11:00～11:15 休憩（15分）
11:15～13:00 OPIのデモンストレーション
•トレーナーによるインタビューの実演
•討論
•デモンストレーションテープのリスニングと評定
13:00～14:00 昼食（60分）
14:00～16:00 デモンストレーションについての討論
16:00～16:15 休憩（15分）
16:15～18:00 グループ別演習 ・インタビュー練習（①16:15～ ②17:00～）
・評定についての討論

◆第２日目
9:30～10:45 講義「抽出法」
10:45～11:00 休憩（15分）
11:00～13:15 グループ別演習
13:15～14:30
14:30～16:00
16:00～16:15
16:15～18:30

・インタビュー練習（③11:00～ ④11:45～ ⑤12:30～）
・評定についての討論
昼食（75分）※2日目の昼食はこちらで用意致します。
グループ別演習 ・インタビュー練習（⑥14:30～ ⑦15:15～）
・評定についての討論
休憩（15分）
グループ別演習 ・インタビュー練習（⑧16:15～ ⑨17:00～ ⑩17:45～）
・評定についての討論

◆第３日目
9:30～10:45 講義「判定可能なサンプル」
10:45～11:00 休憩（15分）
11:00～13:15 グループ別演習 ・インタビュー練習（⑪11:00～
・評定についての討論
13:15～14:30 昼食（75分）
14:30～16:00 グループ別演習 ・インタビュー練習（⑭14:30～
・評定についての討論
16:00～16:15 休憩（15分）
16:15～18:00 グループ別演習 ・インタビュー練習（⑯16:15～
・評定についての討論

⑫11:45～ ⑬12:30～）

⑮15:15～）

⑰17:00～）

◆第４日目
9:30～10:45 講義「OPIのインパクト」
10:45～11:00 休憩（15分）
11:00～13:15 グループ別演習 ・インタビュー練習（⑱11:00～ ⑲11:45～ ⑳12:30～）
・評定についての討論
13:15～14:30 昼食（75分）
14:30～16:00 グループ別演習 ・インタビュー練習（ 21 14:30～ 22 15:15～）
・評定についての討論
16:00～16:45 最終セッション（総評・あいさつ）
※当日の進行状況により変更が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ACTFL-OPI試験官資格認定方法について
●OPI試験官養成ワークショップ参加者は、ワークショップ修了後に試験官資格を申請することができる。
●試験官志願者は練習用・認定用の両方のインタビューを提出しなければならない。

●ACTFL試験官資格の有効期間は４年間である。資格は４年ごとに再認定されなければならない。
●認定を受けたACTFL試験官はOPIを実施し、非公式な advisory/unofficial 評価を下すことができる。
●ACTFL－OPI公式評価および認定を行うことができるのはACTFLのみである。

◆試験官取得申請について
OPI試験官養成ワークショップを修了したものは、OPI試験官申請用紙をACTFLに提出して、ACTFLのOPI試験官資
格を申請することができる。

練習ラウンドの提出
ワークショップ参加者は、ワークショップ終了直後からOPIのテストを開始し、OPIサンプルを収集するのが望まし
い。試験官志願者はOPIを実施し、評価用に提出するインタビューを選択する。練習用の提出に必要な数、しかも
必要とされるレベルでかつ判定可能なサンプルを集めるには、規定されている数より多くのインタビューをこなさな
ければならない場合もある。
※試験官志願者は、合計８件の練習用インタビューを提出する。
※課題の提出期限は試験官資格申請手続きが終了してから90日以内である。

認定ラウンドの提出
試験官志願者には、提出した練習用インタビューに対するさまざまな角度からのフィードバックがトレーナーから返
される。認定試験用インタビューを準備する際に助言を取り入れることができるよう、コメントを注意深く検討した方
がよい。トレーナーのコメントをもとに、試験官志願者はOPIを実施し、審査の対象となるインタビューを選択する。
※試験官志願者は、新たに合計８件の認定用インタビューを提出する。
※課題の提出期限はトレーナーから練習用のインタビューに対するフィードバックを受け取ってから120日以内であ
る。

試験官認定の授与
ACTFLによって資格が認められ、認定証が発行されるのは、次のすべての条件を満たした場合である。
● トレーナーから、認定の推薦を受けること
● 公式OPIの判定が基準レベルであること（日本語ネイティブの場合は免除）
● OPIテスター同意書に署名してACTFLに返送すること
※試験官資格および認定方法については内容が変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

２０１８年度 ACTFL-OPI試験官養成ワークショップ申込書
申込日：２０１８年

月

日

参加希望回 （参加ご希望回の □ にチェックを入れてください）
□ 第105回
７月６日（金）～７月９日（月） 牧野成一トレーナー
□ 第106回 12月23日（日）～26日（水）
嶋田和子トレーナー
□ 第107回 12月25日（火）～28日（金）
鎌田修トレーナー

氏 名（漢字・ふりがな）

氏 名（ローマ字）

写真
生年月日
自宅住所
〒

年

月

日性別

□男

（必ずお貼りください）

□女

ー

TEL：（

）

－

FAX：（

E-mailアドレス（ブロック体ではっきりとご記入ください）：

）

－

□ アルクからの電子広告メールの送信に同意します。

請求書・教材の送付先（上記、ご自宅と異なる場合のみご記入ください）
〒

－

勤務先

勤務先へのご連絡

□可

□不可

名称：
TEL：（
部署など：
勤務先英文名称（資格申請に必要ですので必ずご記入くださ
い）

）

－

FAX：（
）
－
日本語教師経験 （受講確認に必要ですので必ずご記入ください）

主な学習者層：
領収書 □要
□不要
※宛名がご本人と異なる場合、下記へご記入ください。
【宛名：
●OPIテストのデモンストレーションをご覧になったことがありますか。
□ある → いつ：
年
月 どこで：
試験官：
□ない
● 今回の参加目的をお聞かせください。

● 今回のワークショップをどのようにお知りになりましたか。

※上記すべての項目をご記入の上、下記までお送りください。
※本ワークショップは日本語教師の方を対象としております。

【送 付 先】
株式会社アルク 日本語営業チーム(OPI係) 〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-6 市ヶ谷ビル
▲「個人情報の取り扱いについて」にご同意のうえ、お申し込みください。

】

株式会社アルク
最終更新日：2017年１月５日
株式会社アルク（以下「弊社」）は、いただきました個人情報を下記の通り取り扱います。内容をご確認くだ
さい。
１ 個人情報の利用目的
弊社は法令により認められる場合を除き、お客様ご本人から直接いただいた個人情報を契約・購読・会員
登録等のお申し込み、お問い合わせに対する回答、又はアフターサービス、継続のご案内、並びに商品・
サービス・各種キャンペーン等の開催についてのご案内（メールでのご案内を含む）、商品開発及びサー
ビス向上等のための各種アンケートの実施、弊社サービスの向上のために統計データとして分析を行うこ
と（個人を特定しない形でマーケティング活動に利用することを含む）等のために利用いたします。なお、
『アルクのTOEIC(R)テスト優待受験』を利用された方のスコア（ABILITIES MEASUREDを含む）は、弊社の教
材開発、学習成果の確認、データ分析、及び個人を特定しない形でのマーケティング活動に利用させてい
ただきます。お客様からの個人情報の提供は、お客様のご判断によります。個人情報をご提供いただけな
い場合は、サービスができないことがございますので、ご了承下さい。また、弊社は、上記のお客様ご本人
から直接いただく場合を除いた以下の場合、お客様ご本人の個人情報を間接的に提供を受け、上記に定
める利用目的の範囲内で取り扱わせていただきます。1）企業（団体）の受講お申し込みの場合（お客様か
らの通信教育研修（「オンライン英会話」を含みます）の受講お申し込みを企業（団体）を介していただく場
合） 2）ご本人が電話で弊社商品及びサービス並びに各種キャンペーン等に申し込む場合
２ 個人情報の第三者への提供
弊社は、弊社グループ企業又は提携企業へ提供もしくは法令等による場合を除き、お客様の個人情報を
ご本人の同意を得ずに第三者へ提供することはありません。ただし、企業（団体）の受講お申し込みの場
合、お客様からの通信教育研修（「オンライン英会話」を含みます）の受講お申し込みをもって、弊社が通
信研修の受講・運用上必要なお客様の個人情報（名前、講座名、受講状況、修了状況等）を企業（団体）
の受講申込責任者様に開示すること、または共同で参加する通信教育団体間で取り扱うことや授受する
ことについて、お客様が同意したものとみなします。
３ 個人情報の委託について
弊社は、上記利用目的のために、お客様の個人情報を個人情報に関する契約を締結している業務委託
会社へ委託する場合があります。委託は、お客様に明示した利用目的の達成に必要な範囲で行います。
４ 個人情報の開示・訂正・削除について
弊社では、お客様から個人情報に関する利用目的の通知又は開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去
（以下併せて「開示等」といいます。）のお申し出があったときは、法令等に従い、誠実に対応いたします。
個人情報について苦情・相談または個人情報の開示等のお申し出及び手続きについては、下記の窓口に
ご連絡ください。
窓 口：アルクお客様センター [月～金9:00～17:00／土日祝休み]
住 所：〒102-0073 東京都千代田区九段北 4-2-6 市ヶ谷ビル
電話番号：03-3556-5501
E-MAIL：privacy@alc.co.jp
個人情報保護管理者：株式会社アルク 管理本部長
個人情報についての苦情・相談または個人情報の詳細な開示等の手続きについては、お客様相談窓口
にてご案内いたします。なお、手続きには、本人又はその代理人であることの確認ができる書面が必要と
なります。

５ クッキー（cookies）について （WEB掲載時のみ）
弊社のウェブサイトでは、クッキー(ウェブサーバがお客様のコンピュータを識別する業界標準の技術)を使
用しております。これは個人を特定できる情報（お名前、電話番号等） の収集を行うものではありません。
以上

