
HUKUOKA CAN-DO LIST  (March 2014 Version)

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 入学時 1年後期 2年前期 2年後期 3年前期 卒業時

1

・比較的ゆっくりと話される120～140語程度
の身近な話題の英文の概要をほぼ理解する
ことができる。

・比較的ゆっくりと話される120～140語程度
の身近な話題の英文の概要を理解すること
ができる。

・自然なスピードで話される１２０～１４０語程
度の英文を、数回聞けば、その使用状況や
概要をおおむね理解できる。

・状況のはっきりした場面で、自然なスピード
で話される120～140語程度の英文を、数回
聴けば概ね正確に理解できる。

・講義形式の自然なスピードで話された２００
語程度の英文を、数回聞けば概要を的確に
理解できる。

・講義形式の自然なスピードで話された２００
語程度の英文を、数回聞けばほぼ正確に理
解できる。

2

・教室で用いられる英語は、ゆっくりと繰り返
し話された簡単なものであれば大体理解でき
る。

・教室で用いられる英語は、繰り返し話され
れば、ほぼ理解できる。

・教室内で用いられる英語は、自然なスピー
ドで話されてもほぼ理解できる。

・教室内で用いられる英語は、自然なスピー
ドで話されてもほぼ理解でき、即座に行動に
移すことができる。

・教室で用いられる英語は、自然なスピード
で話されてもほぼ理解でき、多少内容が複雑
なものであっても、即座に反応することがで
きる。

・教室で用いられる英語は、自然なスピード
で話されても十分に理解でき、内容が複雑な
ものであっても、即座に反応することができ
る。

3

・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。(GTEC Gr.
3)

・教科書のリスニング活動に出てくる、５文程
度の長さの英語の短い話や会話を聞いて、
話し手の意図や内容の状況をほぼ理解でき
る。

・教科書のリスニング活動に出てくる、５文程
度の長さの英語の短い話や会話を聞いて、
話し手の意図や内容の状況を理解できる。
(GTEC Gr. 4)

・教科書のリスニング活動に出てくる１０文程
度の長さのわかりやすい展開の話や会話を
聞いて、大筋なら内容を理解できる。(GTEC
Gr. 5)

・リスニング活動に出てくる、ある程度の長さ
で複数の話題が含まれた話や会話を聞い
て、主題と詳細情報を区別しながら、ほぼ理
解できる。

・リスニング活動に出てくる、ある程度の長さ
で複数の話題が含まれた話や会話を聞い
て、主題と詳細情報を区別しながら理解でき
る。(GTEC Gr.6)

1

・パラグラフ毎に書かれている内容の概要や
要点を概ね理解することができる。
（目安：６０WPM）

・パラグラフ毎に書かれている内容の概要や
要点を短時間で理解することができる。
（目安：７５WPM）

・トピックセンテンスを探し出すなど、パラグラ
フ毎に書かれている内容の概要や要点を短
時間で理解することができる。　（目安：９０
WPM）

・パラグラフの概要を短時間で理解すること
ができるとともに、パラグラフ相互の関係も理
解することができる。　（目安：１１０WPM）

・パラグラフの内容を限られた時間内で概要
把握できる他、パラグラフ相互の関係もふま
えた上で全体の流れをとらえることができる。
（目安：１２０WPM）

・パラグラフの内容を限られた時間内で概要
把握できる他、パラグラフ相互の関係もふま
えた上で全体の流れを適切にとらえることが
できる。（目安：１４０WPM）

2

・物語やエッセイを読むとき、辞書を引きなが
ら、注釈や説明に頼りつつ、なんとか読み通
すことができる。

・物語やエッセイを読むとき、注釈や説明を
参考にしながら、あらすじや要点をなんとか
理解することができる。

・物語やエッセイを読むとき、辞書を引かなく
ても、ある程度推測しながら読み飛ばしてあ
らすじや要点を理解することができる。

・物語やエッセイを読む時は、辞書を引かなく
ても、ある程度推測しながら全体を読み通し
てストーリーの概要や要点を理解することが
できる。

・教科書の本文の中の重要な点（とそうでな
い点）を区別し、書き手の意図などをほぼ正
確に理解して、筆者の意見と自分の意見とを
比較しながら読むことができる。

・長めの物語やエッセイを、辞書を引かなくて
もある程度推測しながら全体を読み通し、あ
らすじや要点を理解することができる。

3

・簡単な説明文を読み、筆者の意図を概ね読
みとることができる。

・簡単な説明文を読み、筆者の意図を適切に
読みとることができる。

・論理的な英文を読むとき、詳細にではない
が論理の流れを意識して読むことができる。

・論理的な英文を読む時には、論理の流れを
理解しながら、筆者の意図や主張を読み取
ることができる。

・説明文や評論などの論理的な英文を、文章
の構成や筆者の主張、図表との関連に注意
しながら内容を適切に理解できる。

・評論などの論理的な英文を読む際には、筆
者の考えや主張を理解するとともに、客観的
にかつ批判的な読みができる。

4

・英文の内容の理解に多少不十分な点はあ
るが、内容がほぼ聞き手に伝わる音読がで
きる。

・英文の内容の理解に多少不十分な点はあ
るが、内容が聞き手に伝わる自然な区切り
やスピードで音読ができる。

・英文の内容の理解がほぼ十分であり、内容
が聞き手に伝わる自然な区切りやスピードで
音読ができる。

・英文の内容の理解が十分であり、内容が聞
き手に伝わる自然な区切りやスピードで音読
ができる。

・英文の内容の理解が十分であり、理解した
内容が聞き手に伝わるようにポーズやスピー
ドに工夫を凝らした音読ができる。

・英文の内容の理解が十分であり、理解した
内容が、聞き手に十分伝わるように、ポー
ズ・強弱・スピード等に効果的な工夫を凝らし
た音読ができる。

1

・聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経
験したことについて、自分の言葉で発表する
ことができる。（目安：６０秒スピーチ）

・聞いたり読んだりしたこと、学んだことや経
験したことについて、情報や考えをまとめ、自
分の言葉で発表することができる。（目安：６
０秒スピーチ）

・自分が興味を持ったニュースや話題につい
て、相手に伝わるように簡潔に話すことがで
きる。
（目安：９０秒スピーチ）

・与えられた条件に合わせて、伝えたい内容
を整理してわかりやすく、即興で話すことがで
きる。　　　　　　　　　　　　　　　　（目安：９０秒
スピーチ）

・与えられた条件に合わせて、伝えたい内容
を整理して、論理的に即興で話すことができ
る。
（目安：１２０秒スピーチ）

・与えられた条件に合わせて、伝えたい内容
を様々な場面に応じて整理して、論理的に話
すことができる。　（目安：１２０秒スピーチ）

2

・身近な話題について、ワークシート等を使っ
て準備をすれば、なんとか話し合いに参加す
ることができる。

・馴染みのあるトピックについて、ワークシー
ト等を使って準備をすれば、話題に沿った発
言をすることができる。

・馴染みのあるトピックについて、ワークシー
ト等を使って準備をすれば、話し合いに参加
でき、意見のやり取りをすることができる。

・多様な考え方ができる話題について、立場
を決めて意見をまとめ、意見をやりとりでき
る。

・多様な考え方ができる話題について、立場
を決めて意見をまとめ、互いに合意できる部
分とできない部分を整理して話すことができ
る。

・多様な考え方ができる話題について、立場
を決めて意見をまとめ、相手を説得するため
の意見を述べることができる。

3

・絵や写真などの資料を使いながら、よく知っ
ている話題に関して、メモや原稿を見ながら
であれば、何とか説明することができる。

・絵や写真などの資料を使いながら、よく知っ
ている話題に関して、メモを見ながらであれ
ば、聞き手にわかりやすく説明できる。

・印象に残った出来事について、そのあらま
しを簡単に話すことができる。（旅行、イベン
トなど）

・写真や絵、地図などの視覚的補助を利用しながら、一連の簡単な句や文
を使って、身近なトピック（学校や地域など）について短い話をすることがで
きる。（CEFR-J: Ａ２．１）

・印象に残った出来事について、具体的な描
写を加えながら話すことができる。（旅行、イ
ベントなど）
・写真や絵、地図などの視覚的補助を利用しながら、一連の簡単な語句や
文を使って、自分の毎日の生活に直接関連のあるトピック（自分のこと、学
校のこと、地域のことなど）について、短いスピーチをすることができる。
（CEFR-J: Ａ２．２）

・身近なトピック（学校・趣味・将来の希望）に
ついて、簡単な英語を幅広く使って意見を表
明し、情報を交換することができる。（CEFR-
J: Ｂ１．１）

・ある視点に賛成または反対の理由や代替
案などをあげて、事前に用意されたプレゼン
テーションを聴衆の前で行うことができ、一連
の質問にもある程度の流暢さをもって対応で
きる。

1

・自分の意見や感想を２～３文の英語で書く
ことができる。

・自分の意見や感想、または出来事の描写
を５～６文程度の英語で書くことができる。

・自分の意見や感想を整理し、文章構成を意
識して書くことができる。

・自分の意見や感想を論理的に整理し、段落
構成を意識して書くことができる。

・効果的な事例を取り入れながら、自分の意
見や感想を論理的に整理し、複数の段落で
書くことができる。

・意見の分かれる話題について、複数の事実
関係や意見の共通点、相違点を整理し、論
理的に自分の考えを書くことができる。

2

・２～３文程度の短い簡単な内容の英語の日
記を書くことができる。

・英語の手紙や電子メールなどを、辞書を引
きながらであれば、書くことができる。

・英語の手紙や電子メールなどで、ある程度
まとまった内容を、それほど辞書を引かなく
ても書くことができる。

・自分の興味のある話題やものに対して、意
見や感想を発信することができる。

・国際政治や社会問題など、世界のニュース
で取り上げられるような話題について、読み
手を意識して自分の考え、意見・提案などを
書くことができる。

・国際政治や社会問題など、世界のニュース
で取り上げられるような話題についての発表
や討論を聞いて、その内容をまとめ、自分の
意見を書くことができる。

3

・自分が書いた英文を、指摘されたことや提
示されたチェック項目を参考にしながら書き
直すことができる。

・友人の書いた英文の中で、内容が面白い
部分や気に入った表現などに下線を引きな
がら読み、内容について簡単なコメントを書く
ことができる。

・友人の書いた英文の中で、内容が面白い
部分や気に入った表現などに下線を引きな
がら読み、内容についてまとまったコメントを
書くことができる。

・自分や友人の書いた英文を、辞書を活用し
ながら推敲することができる。

・自分の書いた英文を、文法や語法の添削
だけでなく、よりよい表現や書き方を検討しな
がら、書き直すことができる。

・自分や友人の書いた英文を推敲し、どのよ
うな語彙や表現が適切かについて意見を交
換し、より質の高い英文を書くために議論す
ることができる。

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6 

　

卒業時

Ｗｒｉｔｉｎｇ
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旨・目的）

Interaction/
Monitoring

（やりとり・推敲）

入学時

１年後期

２年前期

２年後期

３年前期

感想・目標など

Logical Reading
（論理的な文章

の読解）

Oral
Interpretation
（解釈を伴う音

声表現）

Ｓｐｅａｋｉｎｇ

Inpromptu
Speech

(即興スピーチ）

Discussion/Deb
ate（ディスカッ
ション・ディベー

ト）

Presentation
（プレゼンテー

ション）
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Listening

Ｗ／Ｍ
（聴解の速さ）

Classroom
English （教室内

英語の）
聞き取り）

Format
（英文の形態）

Reading

Speed/Rapid
Reading
（速読）

Story/Essay
Reading

（物語・エッセイ
の読解）


