えりも高校
グレード 到達時期
Grade 1

到達目標

高校１年
１学期

読むこと（R)
①公共の施設などにある簡単な表
示・掲示を理解することができ
る。（例：No Smoking / Closed
/ No Dogs）
②日常生活の身近なことを表す文
を理解することができる。（例：
Ken went to the park and
played soccer with his
friends.）

Can-doリスト

聞くこと（L)
話すこと（S)
①簡単な指示を聞いて、その意味
を理解することができる。（例： ①日付や曜日を言うことができ
Open your textbook. / Close
る。
the door, please.)

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 6

①日付や曜日を書くことができ
る。

②簡単な自己紹介を聞いて、その
②簡単な質問をすることができ
②短い文であれば、英語の語順で
内容を理解することができる。
る。（時刻、好きなもの、相手の 書くことができる。（例：I went
（名前、住んでいるところ、家族
名前など）
to the park yesterday.)
など）

③簡単な文を聞いて、その内容を
③イラストや写真のついた簡単な
理解することができる。（例：I
物語を理解することができる。
like dogs, but she likes
（子供向けの絵本など）
cats.）
④短い手紙（Eメール）を理解す ④人や物の位置を聞いて、理解す
ることができる。（家族の紹介、 ることができる。（例：The book
旅行の思い出など）
is on the TV.）

R)簡単な文章や表示・掲示を理解
することができる。
R)簡単な物語や身近なことに関す
高校１年 る文章を理解することができる。
２学期 L)簡単な文や指示を理解すること
ができる。
L)ゆっくり話されれば、身近なこ
とに関する話や指示を理解するこ
とができる。
S)簡単な文を使って話したり、質
問をすることができる。
W)簡単な文やメモを書くことがで
きる。

書くこと（W)

③簡単な自己紹介をすることがで
きる。（名前、住んでいるとこ
ろ、家族など）
④簡単な相づちを打つことができ
る。（例：I see. / Really?）
⑤相手の言うことがわからないと
きに、聞き返すことができる。
（例：Pardon? / Could you
speak more slowly?）

⑤ゆっくり（または繰り返して）
⑤パーティーなどの招待状の内容 話されれば、興味・関心のある話 ⑥身近なことで相手を誘うことが
を理解することができる。（日
題に関する話を理解することがで できる。（例：Let's go to a
時、場所など）
きる。（趣味に関すること、好き movie tonight.）
な音楽やスポーツのことなど）
⑥ゆっくり（または繰り返して）
話されれば、日常生活の身近な話 ⑦日常生活の行動について言うこ
⑥簡単に書かれた英語の地図を見
題に関する簡単な話を聞いて、
とができる。（例：I got up at
て、通りや店、病院などを探すこ
その内容を理解することができ
seven. / I ate some bread for
とができる。
る。（学校、クラブ活動、週末の breakfast.）
話など）
⑦ゆっくり（または繰り返して）
⑦簡単な英語のメニューを理解す
話されれば、簡単なアナウンスを ⑧簡単な頼みごとをすることがで
ることができる。（ファースト
聞いて、理解することができる。 きる。（例：Can you open the
フード・レストランにあるメ
（集合場所、乗り物の出発や到着 window, please?）
ニューなど）
時刻など）
⑧よく使われる表現であれば、単
語がつながって発音されても、そ ⑨物ごとの「好き」「嫌い」とそ
⑪興味・関心のある話題に関する
の意味を理解することができる。 の理由を簡単に述べることができ
簡単な文章を理解することができ
（Come in. が「カミン」、Don't る。（動物、食べ物、スポーツな
る。
you?が「ドンチュー」のように聞 ど）
こえるなど）
⑨ゆっくり（または繰り返して）
⑫日常生活の身近な話題について 話されれば、簡単な道案内を聞い ⑩自分の予定を簡単に言うことが
の文章を理解することができる。 て、理解することができる。
できる。（例：I'm going to
（スポーツ、音楽など）
（例：Go straight and turn
meet my friends.）
left at the next corner.）
⑪自分の好きなことについて、短
い話をすることができる。（趣
味、クラブ活動など）
⑩簡単なアナウンスを聞いて、理
⑩短くて簡単な物語を理解するこ
高校２年
解することができる。（集合場
⑫簡単な相づちを打つことができ
とができる。（簡単な伝記や童話
１学期
所、乗り物の出発や到着時刻な
る。（例：I see. / Really?）
など）
ど）
⑪興味・関心のある話題に関する
⑬時刻表を見て、目的地や到着時
⑬自分の気持ちを表現することが
話を理解することができる。（趣
できる。（うれしい、悲しい、さ
R)簡単な説明文を理解したり、図 刻などの情報を得ることができ
味に関すること、好きな音楽や
る。
びしいなど）
や表から情報を得ることができ
スポーツのことなど）
る。
⑫日常生活の身近な話題に関する ⑭ファーストフード・レストラン
⑭公共の施設などにあるお知らせ
L)日常生活での話題や簡単な説
簡単な話を聞いて、その内容を理 でメニューを見ながら注文をする
や注意事項を理解することができ
明・指示を理解することができ
解することができる。（学校、ク ことができる。（食べ物、飲み
る。（会場使用上の注意など）
る。
ラブ活動、週末の話など）
物、サイズなど）
S)身近なことについて簡単なやり
とりをしたり、自分のことについ
て述べることができる。
S)日常生活で簡単な用を足した
⑮日本語の注や説明がついた簡単 ⑬簡単な道案内を聞いて、理解す ⑮興味・関心のあることについ
り、興味・関心のあることについ
高校２年
な読み物を理解することができ
ることができる。（例：Go
て、自分の考えを述べることがで
て自分の考えを述べることができ
２学期
る。（学校の課題図書、学習者向 straight and turn left at the きる。（好きなスポーツ、趣味に
る。
けの物語など）
next corner.）
関することなど）
W)自分のことについて簡単な文章
⑭授業や研修で先生の指示を理解
を書くことができる。
⑯簡単な説明文を理解することが
W)興味・関心のあることについて できる。（外国の生活や文化を紹 することができる。（例：Answer ⑯簡単な約束をすることができ
the question on page 27. /
る。（会う場所や時間など）
簡単な文章を書くことができる。 介する教材など）
Give some examples of ....）
⑰電話で簡単な表現や決まり文句
⑱簡単に描かれた図や表から、必
⑮簡単な内容であれば、電話で相 を使って応答をすることができ
要な情報を得ることができる。
手の話を理解することができる。 る。 （例：Please wait a
（いろいろな調査の結果のグラフ
（日時の約束、短い伝言など）
moment. / Hold on. /
など）
Speaking.）
⑯買い物で店員からの簡単な説明
⑲簡単なチラシやパンフレットを
⑱簡単な道案内をすることができ
高校３年
を聞いて､理解することができ
理解することができる。（商品の
る。（例：Go straight and turn
１学期
る。（サイズ、割引、品切れな
値段、セールの情報など）
left at the next corner.）
ど）
⑰公共の場でのアナウンスを聞い
⑲買い物で店員に欲しいものや好
て、重要なポイントを理解するこ
みを伝えたり、簡単な質問をする
とができる。（人の呼び出しなど
ことができる。（色、サイズ、値
の館内放送、イベントでの注意事
段など）
項など）
R)まとまりのある説明文を理解し
⑱日常生活の身近な話を理解する ⑳自分の将来の夢や希望につい
たり、実用的な文章から必要な情
ことができる。（セールの情報、 て、話すことができる。（訪れた
報を得ることができる。
地域のイベントなど）
い国、やりたい仕事など）
L)日常生活での情報・説明を聞き
㉑簡単な伝言をすることができ
とったり、まとまりのある内容を
る。 （例：Tell Jane to call
理解することができる。
me back. / Tell John I can't
S)日常生活での出来事について説
go to the meeting today.）
明したり、用件を伝えたりするこ

③簡単な自己紹介の文章を書くこ
とができる。（名前、住んでいる
ところ、家族など）

④語句を並べて短いメモを書くこ
とができる。（例：birthday
party at 6 p.m.）

⑤自分の趣味について、書くこと
ができる。
⑥物ごとの「好き」「嫌い」とそ
の理由を書くことができる。（食
べ物、スポーツ、音楽など）
⑦短い伝言を書くことができる。
（例：Ken called at 3 p.m.）
⑧自分の将来の夢や希望につい
て、書くことができる。（訪れた
い国、やりたい仕事など）
⑨自分のお気に入りのもの、身近
なものを紹介する簡単な文章を書
くことができる。（自分のペッ
ト、好きな本など）
⑩短い手紙（Eメール）を書くこ
とができる。（友達やペンフレン
ドへの簡単な手紙など）
⑪短い日記を書くことができる。
（１文から３文程度）
⑫簡単なお知らせを書くことがで
きる。（パーティーの日時や場
所、文化祭の日程など）
⑬簡単なカードやはがきを書くこ
とができる。（誕生日カード、旅
行先からの絵はがきなど）

⑭簡単な予定を手帳やカレンダー
とができる。
⑳実用的な文章（How toもの）を ⑲天気予報を聞いて、その内容を ㉒印象に残った出来事について、 などに書き込むことができる。
高校３年 W)日常生活での話題についてある
理解することができる。（料理の
理解することができる。（晴れの
話すことができる。（旅行、イベ
（例：Meet Yoko at the station
２学期 程度まとまりのある文章を書くこ
レシピ、ガーデニングなど）
ち曇り、気温の高低など）
ントなど）
at ten / Go shopping with
とができる。
Jill）
⑳相手の学校（会社）について、
㉓日常生活の身近な状況を説明す
簡単な紹介や説明を聞いて、理解
ることができる。（遅刻や欠席の
することができる。（場所、人
理由など）
数、特徴など）
㉑簡単な内容であれば、英語で行
㉔自分の学校（会社）について、
われる授業や研修を理解すること
簡単な紹介をすることができる。
ができる。（外国の文化や生活の
（場所、人数、特徴など）
紹介など）

