
STAGE1到達目標

【評価基準】

Ｓ：目標を大幅に上回っている　Ａ：目標を上回っている　Ｂ：目標を概ね達成している　Ｃ：目標をやや下回っている　Ｄ：目標を下回っており、大幅な改善が必要 

スキル 達成目標 学習内容、題材 評価 特記事項

Reading－Standards for 
Foundational Skills
ABCや音韻、フォニックスといった活字の
基本的なルールを学習します。以降、生徒
が多種多様なテキストを読解できるように
なるために、きちんと理解しておきましょう。

1 講師の助けを得ながら、英語の文字の秩序や基本的な特徴について理解を示すことができる。 A

2
講師の助けを得ながら、話された言葉や音について理解を示すことができる。
（アルファベットを正しい発音で順番に言える、アルファベットの形を覚える、アルファベットから始ま
る単語をいくつか認識することができる etc）

A

3 フォニックスの音を口に出して発音することができる。（ Phonics songsを覚えて歌うことができる）

4 全てのアルファベットの大文字・小文字を認知し、口に出して言うことができる。

5 自分の名前の綴りと書き方を認識することができる。

ReadingーStandards for 
Literature &  Informational Text
生徒が出来るだけバラエティーに富んだ多
くの文章に触れる機会をつくりましょう。
徐々に複雑な文章にも慣れていくようにし
ます。

6
講師の助けを得ながら、物語に出てくる重要な要素について、質問したり質問に答えたりすること
ができる。（What's this? It's xx.）

7 講師の助けを得ながら、物語や詩の登場人物を身振り手振りでまねすることができる。

8
講師の助けを得ながら、物語・詩の中の知らない言葉について知らせることができる。(I don't 

knowと言える)

9 詩や歌を読んで、リズム感を手を叩いたり体を動かしたりして表現することができる。

10 講師の助けを得ながら、物語や詩の中の出来事と自分の体験を関連づけながら理解を示すことが
できる。

11 講師の助けを得ながら、イラストや写真を見て、簡単な単語を並べて説明することができる。

12 積極的に絵本の読み聞かせに参加することができる。

13 講師の助けを得ながら、好きなトピックや好きな著者、イラストレーターの絵本を選ぶことができる。

Writing
ライティングに必要な様々なスキルを習得
します。徐々に語彙や構文も洗練され、自
身の考えも的確に表現できるようになるこ
とを目指します。

14 ・アルファベットをまねして書くことができる。
・自分の名前を正しく書くことができる。

・Uppercase letter, Lowercase letter

・How do you spell your name?

Speaking and Listening 
日々のルーティンや遊びの中で、講師と英
語で会話できることを目指します。

15 あいさつができる。

・Greetings （Hello. Hi. Good-bye. ）

・Greetings （Good Morning.  Good Night. ）

・How are you? I'm fine,thank you.他受け答え

・Good afternoon./Good evening./Good night.

16 自分について基本的なことを話すことができる。

・What's your name? My name is～. ( I'm～)

・How old are you? I'm～(years old).

・Do you like～? Yes,I do/No,I don't.

・Where do you live?

・Where（kindergarten/school）/ Which school do you go to ？

・What grade are you in?

・How do you go to school? By xx.

・Do you have～? Yes,I do./No,I don't.

・How many～do you have?

・Do you have～? Yes,I do./No,I don't.

・How many members are there in your family?/Who are they?

・What's your telephone number?

・What did you do today? 

17 アクションに関する言葉を理解し、その通り体を動かすことができる。

・sit down, stand up, open, shut, touch, put, jump, hop, walk, clap,
throw, catch

・turn around, fall down, run, hop, jog, walk, stop (fast, slowly)

・Can you～? (throw, catch, walk, run, skip
+Adjectives: fast, slow)  

・Five Senses（See, Hear, Smell, Taste, Touch）

18 ・簡単な声がけに対して返事ができる。
・簡単な質問に対して受け答えができるようになる。

・Are you ready? Yes, I am.

・How's the weather today?　It's…
・What's this? It's xx. / I don't know.

・Excuse me. / I'm sorry.

・Where are you? I'm here!

・Where is ～? Here it is!

・Shall we ～?  Yes,let's.

・Are you ready?     Yes,I am/No,I'm not./Not yet.

・What shape/color is this?

・How many～are there?

・A or B?   A,please.

・Thank you. / You're welcome.

・What day is it today? Today is xx

・What time is it? / It's xx o'clock

19
遊びやロールプレイの中で役になって話すことができる。

（例：店員さんとお客さんのやり取りをまねするetc）

《Conversations in a store》

・Can I have xx? / Do you have xx? Yes, I do. No, I don't

・How much is it?

・Here you are.

《Conversations at a restaurant》

・Welcome!

・Please.

・I want xx. 

・Okay. Wait please.

・Are you ready to xx(order)?

20 文章や映像を見た後で、その内容や出てきた情報を簡単な単語を並べて説明したり、身振り手振
りを交えて表現したりできる。

21 大人に助けを求めたり、分からないことについて知らせることができる。(I don't knowと言える)

22 見聞きしたこと、体験したことについて簡単な単語を並べて説明することができる。※時制（過去
形）はまだ意識できなくて問題ない。

23 自分でつくった工作や絵について説明、紹介することができる。
・色々なShapesを使った工作、塗り絵

・Family Tree

24 自分の考えや気持ち、アイディアを伝えることができる。 ・Feelings/Emotions

Language Standards
文法や文章の構造を意識して話すことがで
きるようになります。また語彙を増やし、自
分で使えるようになることを目指します。

25 知っている単語を使って、簡単なフレーズを話すことができる。

《学習テーマ》

・Numbers（1～100）

・Weather

・Body parts (head, shoulder ,knee, toe, eye, ear, mouth, nose, hand) & 
Fingers

・Fruits , Vegetables & other foods

・Animals & Insects

・Colors

・Shapes

・Opposite words

・Family

・Parts of the day, Days of the week

・Transportation

・Toys

・Seasons

・Illness

・Nature

・Objects at school and home

・Clothes

《品詞・文法》
・動詞

26 大文字・小文字を書くことができる。

27 本やアクティビティ、遊びの中で出てきた新しい言葉やフレーズを理解し、分からないものについて
は質問したり質問に答えたりすることができる。

28 講師の助けを得ながら、物を色や形、感触といったカテゴリー別に分けることができる。

29
レッスンで習った言葉について、実生活でその例を探すことができる。

（例： name places in school that are fun, quiet, or noisy）

30 レッスンで学んだ言葉やフレーズを使うことができる。


