
Kumamoto CAN-DOリスト2017
5級 4級 3級 準2 2級 準1

GRADE 3 (380-439) GRADE 5 (520-609)

PreA1 A1.1 A1.2 A1.3 A2.1 A2.2 B1.2
小３ 小４ 小5 小6 中1 中2 中3 高１ 高3

□身近で親しみのあ
る英語(動物・色・数・
食べ物など)を聞い
て、絵と結びつけよう
としている。

□アルファベット(大
文字)や身近で親し
みのある英語(数・
色・形・食べ物など）
を聞いて絵と結びつ
けようとしている。

□アルファベット(大文字)
の名前読みを聞いて文字
と結びつけることができ
る。

□アルファベット(大文字・
小文字）や身の回りにある
単語を聞き取ることができ
る。

□身近な話題についての
まとまりのある英文（100
語程度）を聞いて、話し手
の伝えたいことを理解する
ことができる。

□身近な話題に関するま
とまりのある英文（150語
程度）を聞いて、必要な
情報を聞き取ることができ
る。

□まとまりのある英文（200語
程度）を聞いて、全体の概要
や内容の要点を正確に捉え
ることができる。

□教科書のリスニング活動で
聞く英語を１文ずつであれば
内容を理解できる。

□教科書のリスニング活動に
出てくる10文程度のわかりや
すい展開の話や会話を聞い
て、話し手の意図や大筋の内
容を理解できる。

□相手の伝えたいこ
とを聞いて、そのおお
まかな内容を聞いて
分かる。

□相手の伝えたいこ
とを聞いて、そのおお
まかな内容を聞いて
分かる。

□相手の伝えたいことを
相づちを打ちながら聞き
取ることができる。

□身近な場面について、
話し手の伝えたいことを理
解することができる。

□ゆっくりと話される簡単
な英語を聞いて、その内
容をおおむね理解するこ
とができる。

□簡単な紹介文やインタ
ビュー等を聞いて、大切
な部分を聞き取ることがで
きる。

□自然な口調で話されたり読
まれたりする英語を聞いて、
必要な情報を正確に理解す
ることができる。

□ゆっくりと話されれば、英語
で身近なことに関する話や興
味関心のある話をおおよそ理
解することができる。

□ネイティブ・スピーカーが、
少しだけゆっくりと、かつはっき
りとした発音で話をすれば、
指示や説明が少し複雑で
あっても、おおよその内容を
理解できる。

□教師の簡単な指
示や絵本を聞いて、
そのだいたいの内容
が分かる。

□教師の簡単な指
示や絵本を聞いて、
そのだいたいの内容
が分かる。

□教師の簡単な指示や
絵本を聞いて、その内容
がわかる。

□教師の指示や絵本を
聞いて、その内容がわか
る。

□教師の英語による指示
や身近な単語を聞いて、
理解することができる。

□教師の英語による指示
や身近な単語を聞いて、
適切に応じることができ
る。

□質問や依頼など、話されて
いる内容を聞いて、話し手の
意向を理解し、言葉や動作
で適切に応じることができる。

□ゆっくりと話されれば、英語
での簡単な指示や説明がほ
ぼ理解できる。

評
価

・ワークシート・テキスト
・活動の観察

・ワークシート・テキスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

□アルファベット（大文字）
を見てそれが何であるか
識別することができる。

□アルファベット(大文字・
小文字）の文字を見て読
むことができる。

□アルファベットや日常生
活の身近な英単語を正し
い発音で読むことができ
る。

□まとまりのある英文を、
その意味内容にふさわし
いように、正しい発音やイ
ントネーションで音読する
ことができる。 (90wpm)

□まとまりのある英文を読ん
で、場面にあった声量及び明
瞭かつ適切な表現方法で音
読することができる。
(100wpm)

□教科書の本文を英語の音
声的な特徴をおさえてリピート
することや、適切な場所で区
切って読むことができる。
(120-130wpm)

□英文をシチュエーションに
合った表現方法、適切な速
度で音読することができる。
(160wpm)

□単語と絵を結びつける
ことができる。

□日常生活の身近な英
単語を絵と結びつけて理
解することができる。

□強勢、イントネーション、
区切りなどに注意して、簡
単な英文を正しく音読す
ることができる。 (80wpm)

□身近な話題についての
まとまりのある文章や物語
（150語程度）を読んで、
その主な内容を読み取る
ことができる。 (30wpm)

□レポートやスピーチ
（200語程度）を読んで、
その概要や書き手の意向
を読み取り、要点を指摘
することができる。
(40wpm)

□図や表を含む記事や説明
文など（300語程度）を読ん
で、概要や大切な部分を整
理しながら、正確に読み取る
ことができる。(50wpm)

□教科書本文を読んで、内
容の大筋を理解できる。
(60-70wpm)

□教科書本文について、複
数の段落間のつながりや文
章全体の構成を理解すること
や、段落による文章の展開を
理解したり、図や表から情報
を得ることができる。
(100wpm)

□簡単な物語文や説明
文について、話の展開を
読み取ることができる。

□様々な文章を読んで、その
概要や要点を理解するととも
に、書き手の意向に対し自分
の意見をもって読むことがで
きる。

□答が本文中に明示された
質問に答えることや、内容の
重要な点を伝えることができ
る。

□筆者の意図を理解し、自
分の考えと比較しながら読む
ことができる。

■英検二次では31語の文章
を20秒で速読

□簡単な物語、身近な話題
や興味関心のある話題に関
する文章を読んで、必要な情
報を検索したり、内容の重要
な点やつながりを指摘したり
することができる。

□説明文や物語文を読ん
で、必要な情報検索をした
り、重要な点やつながりを指
摘したりすることができる。

評
価

・ワークシート・テキスト
・活動の観察

・ワークシート・テキスト
・活動の観察

・定期テスト
・音読テスト
・活動の観察

・定期テスト
・音読テスト
・活動の観察

・定期テスト
・音読テスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

・定期テスト
・活動の観察

□簡単なあいさつや
すき・きらいについ
て、たずねたり、答え
たりしようとしている。

□簡単なあいさつの
やりとりや身近なこと
について、たずねた
り、答えたりしようとし
ている。

□身近なことについて、関
連のある質問をしたり、答
えたりすることができる。

□身近なことについて、関
連のある質問をしたり、答
えたりすることができる。

□電話や道案内など、日
常生活における身近な話
題や場面について、簡単
な対話をすることができ
る。

□過去の出来事や未来
の予定などについて、聞き
手に正しく伝えたり、聞き
手からの質問に適切に応
じたりすることができる

□身近なテーマについて、自
分の意見や主張をまとめ、わ
かりやすく話したり、対話したり
することができる。

□聞いたり読んだりした内容
に関する簡単な質問に、
Yes-Noを用いて答えることが
できる。

□教科書本文や国内ニュー
スを聞いたり読んだりして、理
由や根拠、具体例を挙げな
がら自分の意見や感想を述
べることができる。

定型表現を用いて友
達とやりとりをしてい
る。

定型表現を用いて友
達とやりとりをしてい
る。

定型表現を用いて友達と
やりとりができる。

定型表現を用いて友達と
やりとりができる。

□聞いたスピーチに対
する感想を述べたり、
内容に関連する問答を
したりできる。

□身近な人や物について
紹介・説明したり、その内
容についての質問に適切
に答えたりすることができ
る。

□身近な事柄について、必
要に応じて聞き返したり、相
づちをうったりしながら、会話
を続けることができる。

□聞いたり読んだりした文章
について、簡単な英文でその
内容を確認したり、感想を述
べたりすることができる。

□聞いたり読んだりした内容
について、キーワードを使い適
切にまとめることや、理由や
具体例を挙げながら賛成・反
対意見を言うことができる。

□身近な場面で、相手に勧
めたり、応じたり、断ったりする
ときの表現を正しく用いて話
し、意向を伝えることができ
る。

□日常生活の行動や予定に
ついて、短い会話で簡単なや
り取りをすることができる。

□うまく言えないことがあって
も、既知の語句や表現を使っ
て、情報や考えを伝えること
ができる。

評
価

・インタビュー（名前、好き
なこと・もの）
・パフォーマンステスト

・インタビュー（得意なこ
と、誕生日、行きたい国、
一日の生活、夢宣言）
・パフォーマンステスト

・道案内スキット
・パブリックスピーチ後の
Q&A、コメント
・インタビュー（Myself, My
Favorite Person/music）

・インタビュー（Myself/
My Favorite Music/
Movie)
・プレゼンマッチ
（Japanese Culture）

・インタビュー(My Favorite
Event/My Future)
・マイクロディベート（Paper
Dictionaries or Electric
Dictionaries/ Love is more
important than money, For
or Against）

・Q&A
・インタビュー

・Q&A
・インタビュー

□英語の歌を歌った
り、チャンツをリズムに
のって言っている。

□英語の歌を歌った
り、チャンツをリズムに
のって言っている。

□身近な物（食べ物・動
物など）について、アル
ファベットジングルを言うこ
とができる。

□身近なもの（食べ物・動
物・身の回り編など）につ
いて、アルファベットジング
ルを言うことができる。

□身近なことについて、基
本的な強勢やイントネー
ションに注意して話すこと
ができる。

□身近なテーマについ
て、教科書のモデル文や
既習の表現を活用して、
自分の意見を筋道立てて
話すことができる。

□身近なテーマについて、自
分の意見や主張をまとめ、視
聴覚資料を用いてわかりやす
く話すことができる。

□自分のことをある程度英語
で表現できる。

□場面やテーマに即して、あ
る程度の内容と適切なスピー
ドでわかりやすく話すことがで
きる。

□ジェスチャーや簡
単な英語を使いなが
ら、自分のことをおお
まかに紹介しようとし
ている。

□ジェスチャーや簡
単な英語を使いなが
ら、自分のことをおお
まかに紹介しようとし
ている。

□ジェスチャーや簡単な
英語を使いながら、自分
のことについて紹介するこ
とができる。

□ジェスチャーや簡単な
英語を使いながら、自分
の考えや気持ちを聞き手
に伝わるように話すことが
できる。

□身近な人や物につい
て、写真などを用いて紹
介・説明することができ
る。

□過去の出来事や未来
の予定などについて、聞き
手に正しく伝えることがで
きる

□身近な人や物につい
て、視聴覚資料を用いて
紹介・説明することができ
る。

評
価

・グループスピーチ（自己
紹介）
・パブリックスピーチ（自己
紹介）

・グループスピーチ（自己
紹介）
・パブリックスピーチ（自己
紹介）

・グループスピーチ(自己
紹介)
・パブリックスピーチ
Show & Tell (My
Favorite Person)

・グループスピーチ(My
Future Dream)
・パブリックスピーチ(My
Favorite Music)

・グループスピーチ(Myself)
・パブリックスピーチ(My
Favorite Event)

・Show & Tell
・パブリックスピーチ

・グループスピーチ
・パブリックスピーチ

□ヘボン式ローマ字で自
分の名前を書くことができ
る。

□アルファベットの大文
字、小文字を正確に書く
ことができる。

□文のつながりや構成を
考えて、自分や身近な人
や物を紹介する5文（30
語）程度の英文を書くこと
ができる。

□身近なテーマについ
て、文のつながりや文章の
構成などを意識してまとま
りのある6文（40語）程度
の英文を書くことができ
る。

□身近なテーマについて、自
分の意見や気持ちを入れた
まとまりのある7文（50語）程
度の英文を書くことができる。

□教科書で学習した言語材
料を使って、簡単な英文でま
とめることができる。

□教科書で学習した言語材
料を使って、自分の意見や
感想を論理的に書くことがで
きる。

□アルファベットの大文字
を識別し、なぞったり、写
したりできる。

□教師の発音するアル
ファベットを聞いて、大文
字や小文字で正確に書く
ことができる。

□日常生活の身近な単
語を正しく書いたり、簡単
な文構造を活用して、単
語を正しく並べ替えて書
いたりすることができる。

□過去の出来事や未来
の予定などについて、読
み手に正しく伝わるように
英文を書くことができる。

□身近な内容の英文につい
て、自分の立場や賛否を示
し、その理由を書くことができ
る。

□与えられたトピックについて
３文（50語）以上の内容のあ
る英文を書くことができる。

□与えられたトピックについ
て、自分の考えを理由や具
体例を付け加えて６０語以上
の英文を書くことができる。

□身の回りの簡単な単語
をなぞって書くことができ
る。

□身の回りのなじみの深
い単語を見て、正確に書
き写すことができる。

□アルファベットの大文字
と小文字、符号や語と語
の区切りなどの書き方の
ルールを理解し、正しく使
うことができる。

□これまでに学習したこと
をもとにして、４文程度の
英語で日記を書くことがで
きる。

□身近なテーマについて、伝
えたいことが読み手に正しく
伝わるように整理して書くこと
ができる。

□自己紹介や自分の趣味に
ついて、簡単な英語で書くこ
とができる。

□日常生活での話題や社会
的な話題について、まとまりの
ある英文を書くことができる。

評
価

・ワークシート・テキ
スト
・活動の観察

・ワークシート・テキ
スト
・活動の観察

・定期テスト（自己紹
介、My Favorite Person,
My Everyday Life）
・ワークシート(自己紹
介、My Favorite Person
など)
・ポスター（学校ホー
ムページ）
・カード（家族や友
達、先生へThanks、
Happy Birthday、小学生
へWelcome to N.J.H.S.）
・絵葉書（旅の思い

・定期テスト（My Future
Dream）
・ワークシート(Work
Experience、My Future
Dreamなど)
・ポスター（学校ホーム
ページ）
・e-mailテキスト
・カード（Halloween to
ALT,　Thanks to Family or
Classmates）
・デジタルスライド（学
校・クラス紹介、My
Treasure）

・定期テスト（）
・ワークシート( Favorite
Personなど)
・ポスター（自分史、My
Future Dream、For or
Against）
・カード（Thanks to
Teachers、Christmas to
ALT）
・デジタルスライド（自
己紹介）
・ビデオ(学校・クラス紹
介)

・定期テスト
・ワークシート

・定期テスト
・ワークシート

300-321
GRADE 4 (440-519)

英検
GTEC

TOEFL Junior 322-340
CEFR‐Jレベル
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□教科書のリスニング活動に出
てくる５文程度の短い話や会話
を聞いて、話し手の意図や大筋
の内容を理解できる。

□ネイティブ・スピーカーが、聞
き手がわかるよう配慮して、また
スピードやポーズに配慮して話を
すれば、平易な指示や説明の
おおよその内容を理解できる。

・定期テスト
・活動の観察

□英文の内容を考えて、適切な
声量、発音で時間内に音読す
ることができる。 (140-
150wpm)

□教科書本文の各パラグラフの
展開を理解することや、内容の
重要な点をおさえて、各段落内
の流れを理解できる。 (80wpm)

□文脈から未知語の意味を類
推することや、情報を的確に得
るために、説明文とあわせて図
や表を利用することができる。

□教科書程度の説明文や物語
文を読んで、必要な情報を検索
したり、内容の重要な点やつな
がりを指摘したりするできる。

・定期テスト
・活動の観察

□聞いたり読んだりした内容に
関する質問ができる。

□聞いたり読んだりした内容につ
いて、即興的に感想を述べた
り、キーワードを使ってまとめたり
できる。

□教科書で学習した言語材料
を使って、自分の意見や感想を
段落を構成して書くことができ
る。

□聞いたり読んだりした文章につ
いて、自分でキーワードを抽出
し、それを使って内容を簡潔に
表現することができる。

□与えられたトピックについて、６
０語程度の英文を書くことや、興
味・関心のあることについて、簡
単な英文を書くことができる。

・定期テスト
・ワークシート

・Q&A
・インタビュー

□興味関心のあることについ
て、自分の考えを理由を添えて
述べることや、自分の気持ちを
簡単な表現で適切に伝えること
ができる。

□日常生活で自分の必要な用
件を簡単な英語で伝えることが
できる。

・グループスピーチ
・パブリックスピーチ


