
STAGE2到達目標
生徒氏名：

レッスン開始日：　　　年　　月　　
日
評価期間：　　　年　　月　　日 ～　　
月　　日

評価日：　　　年　　月　　日

【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

Print Concepts
活字の概念

1 講師の助けを得ながら、文中の単語の数だけ手を叩いたり、数を
言ったりすることができる。

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。

2
話し言葉において、単語の最初の音を認識できる。
また、講師の助けを得ながら同じ音で始まる別の単語をつくること
ができる。

・Phonics Aa~Zz

・Phonics Beginning Sounds Uppercase

・Phonics Beginning Sounds Lowercase

3 言葉を左から右、上から下、ページからページへと追うことができ
る。

4 話し言葉を文章で書き表すことができると理解している。

5 複数の単語によって文章が構成されることを理解している。

Phonological 

6 話し言葉の韻*rhyme を理解し、韻を踏む単語を言うことができる。・Rhyming

Awareness 

音韻体系の
認知

7 単語を音節*syllables に分けてその数を数えたり、発音したりする
ことができる。

・Syllables

8 一音節の単語*single-syllable words について、出だしの音が同じ
であったり、韻をふんだりする単語をつくることができる。

・Phonics Beginning Sounds Uppercase

・Phonics Beginning Sounds Lowercase

・Rhyming

9 子音・母音・子音からなる３音の単語*CVC words について、それ
ぞれの音を発音することができる。

・Short vowels

・Long vowels        

10 一音節の単語*single-syllable words を聞いて、母音の長短を判断
することができる。

・Short vowels

・Long vowels        

11
Consonant Blend, Consonant Diagraphを含む一音節の単語

*single-syllable words を発することができる。

・Consonant Blends (2 letters making each sound)

・Consonant Diagraph（2 letters making 1 sound)

・Consonant Diagraph (Double Consonants)

12
一音節の単語*single-syllable words について initial, medial 

vowel, final sounds それぞれを別々に発音することができる。

・Short vowels

・Long vowels        

・Syllables

Phonics and Word 
Recognition

フォニックスと単語
の認識

13

フォニックスの基本を理解し、それぞれの音から始まる単語を認識
することができる。

例: /b/の音を聞いて、絵の中や実物のballを結びつけることができ
る

・Phonics Aa~Zz

・Phonics Beginning Sounds Uppercase

・Phonics Beginning Sounds Lowercase

14 子音の音と文字を結びつけて捉えることができ、文字を見て正しく
発音することができる。

・Phonics Aa~Zz

・Phonics Beginning Sounds Uppercase

・Phonics Beginning Sounds Lowercase

15 代表的なSight wordsを読むことができる。 ・Sight words

16
似たスペルの単語について、それぞれ正しく読むことができる。

（例：fat, bat, mat / hook, book, look）

・Phonics Aa~Zz

・Rhyming

17 代表的な Consonant Diagraph について、音とつづりを結びつけて
理解している。

・Consonant Diagraph（2 letters making 1 sound)

・Consonant Diagraph (Double Consonants)

18 長母音とmagic eを使った単語を使用することができる。 ・長母音 with magic e

19 二音節の単語を *two-syllable words を音節毎に分けることができ
る。

・Syllables

Fluency
雄弁さ

20
幼少向けの簡単な文章（これまでに習った母音と子音を組み合わ
せた、3文字や4文字の単語からなる文章）を意欲的に読み、理解
を示すことができる。



Key Ideas and 
Details

概要と詳細

21 講師の助けを得ながら、ホームリンガルの図書・教材の分からな
い内容について、質問したり、質問に答えたりすることができる。

【Phrases】

・Do you know…？

・What's this? It's xx.

・What are these/those? They are ～

・Where is ～? / "Where are ～s?"

・What does she/he/it look like？

・What is he/she?  He/She is ～.　

・Can you(he,she,they) xx?  I can xx.　等

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。

22 講師の助けを得ながら、ホームリンガルの教材や図書の話の展開
について、順序立てて再現して話すことができる。

【Grammer】

・Verbs

・Adjectives

・Prepositions

・Pronouns

・Sequencing

・Ordinal Numbers

・ Is/Are/Am

・Sentence starters (Can/Do/Have),

・Has or Have　等

23
講師の助けを得ながら、ホームリンガルの教材や図書に登場する
キャラクターや出来事をまねして、セリフや身振り手振りで表現す
ることができる。

24

講師の助けを得ながら、事実に基づく文章（ノンフィクション、歴史・
科学・数学をテーマとした文章）に出てくる重要な要素について後
から自分で再現することができる。（絵で書いたり、それを言葉で
表現したりetc）

例） listen to read-alouds of a number of books on the topic, such 
as Aliki’s My Five Senses, learn new vocabulary, and draw pictures 
and dictate words to show the importance of one of the senses.

25

講師の助けを得ながら、事実に基づく文章（ノンフィクション、歴史・
科学・数学をテーマとした文章）から学んだことに関連して、身振り
手振りや工作で表現することができる。

例） make a skyscraper out of blocks after listening to a book 
about cities or, following a read-aloud on animals, show how an 
elephant’s gait differs from a bunny’s hop.

Craft and 
Structure
文の構造

26
講師の助けを得ながら、音読してもらった物語・詩・事実に基づく文
章（ノンフィクション、歴史・科学・数学をテーマとした文章）の中の
知らない言葉について質問することができる。

27
物語・詩・事実に基づく文章（ノンフィクション、歴史・科学・数学を
テーマとした文章）の中の知らない言葉について質問することがで
きる。

28
講師の助けを得ながら、物語・詩・事実に基づく文章（ノンフィクショ
ン、歴史・科学・数学をテーマとした文章）のイラストや写真を見て、
キャラクターや場面、情報について話すことができる。

29 詩や歌の独特なリズムや韻*rhyme を理解し、それに合わせて手
を叩いたり体を動かしたりすることができる。

・Rhyming

30 本の表紙、裏表紙、タイトルページ（書名、著者名などを印刷した
最初のページ）を認知することができる。

Integration of 
Knowledge and 

Ideas
知識と考えの融合

31

講師の助けを得ながら、物語で次に起こることを予想することがで
きる。

必ずしも、実際の内容と正確に一致する必要はない。

 例）students listen as their teacher reads Jump, Frog, Jump by 
Robert Kalan. When each creature comes to the pond and hints at 
the next hazard for Frog, the teacher pauses in the reading and 
asks students to use the pictures and their prior knowledge to 
make a prediction about what will happen next.

・Sequencing

・Ordinal Numbers

32 講師の助けを得ながら、物語や詩の内容と自身の体験を結びつけ
て考えることができる。

・Do you know…？

・What's this? It's xx.

・Can you…？　等



Range of Reading 
and Level of Text 

Complexity
多種多様でレベル
の異なる文章

33 意欲的に絵本の読み聞かせに参加し、内容に理解を示すことがで
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。

Text Types and 

Purposes 
多様な文章の形と

その目的

34 レッスンで学んだ単語を正しく綴ることができる。

・Spelling test

・Writing Practice

・Months, Days

35 今日の日付や曜日、季節を言うことができる

・What's the date today?

・What day is it today?

・What month is it now？

・What season is it now?

36 自分について基本的なことを話すことができる。

・My birthday is ______.

・I am xxcm tall.

・I like______best.

・My favorite________is_______.

・Iam interested in_______. 等

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。

 
 

Comprehension 
and Collaboration

読解力と協調性

37 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。

下記のようなゲームを通じた動詞の習得

・Can you～（Action）？

・Gesture game

・Simon says game

38 返事やフレーズを使った簡単なやり取り・受け答えができるように
なる。

・I want to… / I want to go to…
・What's this/that?

・Do you know…？

・Where is ～? / Where are ～s?

・Where are you going? I'm going to the xx.

・How long does it take to xx? It takes xx.

・What are these / those? They are xx.

・Can you  xx? Yes, I can. /No, I can`t.

・What does he/she look like?　等

39

講師の助けを得ながら、文章や映像を見た後で、その内容や出て
きた情報を説明したり、身振り手振りを交えて表現したりできる。

（レッスンで学習した単語*名詞・動詞・形容詞・前置詞の範疇で差
支えない。）

40 講師に助けを求めたり、分からないこと・不明瞭なことについて情
報収集したりするために、質問・回答することができる。

・What's this? It's xx.

・What are these/those? They are ～

Presentation of 
Knowledge and 

Ideas 
知識や考えのプレ
ゼンテーション

41 見聞きしたこと、体験したことについて説明することができる。
（時制はまだ意識できなくて問題ない。）

42 自分でつくった工作や絵について具体的に説明、紹介することが
できる。 ・It is~, They are~

43 自分の考えや気持ち、アイディアを口に出してはっきりと伝えること
ができる。

・I want to / Do you want to…?

・Speaking Practice（Show and Tell ）等



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。

44

レッスンで習った文法事項を活用して、フルセンテンスで話すこと
ができる。フルセンテンスとは語彙が抜けていない・語尾まできち
んと話せていることを示す。

例）A student uses full sentences to tell the class about her new 
puppy, including how she played with the puppy, where he likes to 
sleep, and what he eats

・Verbs 6~7

・Adjectives 1~5,

・Prepositions

・Sightwords

・Plural noun

・Is/Are/Am,

・Pronouns (subject/object), 

・Comma & Period &Space

・Ordinal numbers

・Sequencing,

・Possesive adjectives

・Sentence starters (Can/Do/Have)

・Has or have

Conventions of 
Standard 
English 

英語の基本の理
解

45  /s/ or /es/が付く複数形の名詞を言うことができる。 ・Plural Noun Practice 

46 単語の頭文字と、代名詞"I"を大文字で書くことができる。

47 日付・人名の頭文字を大文字で始めて書くことができる。 ・Months of the Year, Dates, Days

48 句読点を認識することができる。 ・Comma & Period & Space

49 文章の終わりに句読点を打つことができる。 ・Comma & Period & Space

50 コンマを適切に打つことができる。
例）日付、文章中

・Comma & Period & Space

51 ほとんどの子音や短母音を書くことができる。

・Phonics Aa~Zz

・Phonics Beginning Sounds Uppercase

・Phonics Beginning Sounds Lowercase

・Short vowels

52 音と文字の関係性を理解し、音声を聞きながら簡単な単語をつづ
ることができる。

・Phonics Aa~Zz

・Phonics Beginning Sounds Uppercase

・Phonics Beginning Sounds Lowercase

・Short vowels

・Long vowels       

・Consonant Blends (2 letters making each sound)

・Consonant Diagraph（2 letters making 1 sound)

・Consonant Diagraph (Double Consonants)

Vocabulary 
Acquisition and 

Use
語彙の獲得と活用 

53 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.

・What are these/those? They are ～

54
講師の助けを得ながら、似た意味の言葉を認識できる。

（例：happy/glad, angry/mad）

55

講師の助けを得ながら、レッスンで習った単語について、実生活で
その例を探すことができる。

（例： name things in the house that are fun, quiet, or noisy.）

56 講師の助けを得ながら、馴染みのある物をカテゴリー別に分け、そ
のカテゴリーの概念を理解することができる。 ・Sorting & Categorizing

57 レッスンで習った言葉やフレーズを実生活で使うことができる。


