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時期         高１前期 高１中期 高１後期 高２ 高３終了時 

CEFR 

英 検 

CEFR A1-3 

英検３級 

 CEFR A2-1 

英検３級～準２級 

    CEFR A2-2 

英検準２級 

       CEFR B1-1 

英検準２級～２級 

        CEFR B1-2  

英検２級 

 

 

 

 

 

 

 

理 

 

 

 

 

 

解 

 

 

 

 

 

聞

く

こ

と 

 

ゆっくりはっきりと話されれ

ば、自分自身や自分の家族・学 

校・地域などの身の回りの事柄

に関連した句や表現を理解す

ることができる。 

ゆっくりはっきりと放送されれ

ば、公共の乗り物や駅や空港の

短い簡潔なアナウンスを理解す

ることができる。 

スポーツ・料理などの一連の行動

を、ゆっくりはっきりと指示され

れば、指示通りに行動することが

できる。 

外国の行事や習慣などに関する説

明の概要を、ゆっくりはっきりと

話されれば、理解することができ 

る。 

自然な速さの録音や放送（天気予報や

空港のアナウンスなど）を聞いて、自

分に関心のある、具体的な情報の大部

分を聞き取ることができる。 

（買い物や外食などで）簡単な

用をたすのに必要な指示や説

明を、ゆっくりはっきりと話さ

れれば、理解することができ 

る。 

学校の宿題、旅行の日程などの

明確で具体的な事実を、はっき

りとなじみのある発音で指示さ

れれば、要点を理解すること

ができる。 

視覚補助のある作業（料理、工作

など）の指示を、ゆっくりはっき

りと話されれば、聞いて理解する

ことができる。 

自分の周りで話されている少し長

めの議論でも、はっきりとなじみ

のある発音であれば、その要点を

理解することができる。 

はっきりとなじみのある発音で話さ

れれば、身近なトピックの短いラジオ

ニュースなどを聞いて、要点を理解す

ることができる。 

 

 

読

む

こ

と 

簡単な語を用いて書かれた、ス

ポーツ・音楽・旅行など個人 

的な興味のあるトピックに関

する文章を、イラストや写真も 

参考にしながら理解すること

ができる。 

簡単な語を用いて書かれた人物

描写、場所の説明、日常生活や文

化の紹介などの、説明文を理解

することができる。 

簡単な英語で表現されていれば、

旅行ガイドブック、レシピなど実

用的・具体的で内容が予想できる

ものから必要な情報を探すこと

ができる。 

学習を目的として書かれた新聞や

雑誌の記事の要点を理解すること

ができる。 

インターネットや参考図書などを調

べて、文章の構成を意識ながら、学業

や仕事に関係ある情報を手に入れる

ことができる。必要であれば時に辞書

を用いて、図表と関連づけながら理解

することができる。 

簡単な語を用いて書かれた、挿

絵のある短い物語を理解する 

ことができる。 

 

 

簡単な語を用いて書かれた短い

物語や伝記などを理解すること

ができる。 

生活、趣味、スポーツなど、日常

的なトピックを扱った文章の要

点を理解したり、必要な情報を取

り出したりすることができる。 

ゲームのやり方、申込書の記入の

しかた、ものの組み立て方など、簡

潔に書かれた手順を理解すること

ができる。 

平易な英語で書かれた長めの物語の

筋を理解することができる。 



 

 

時期         高１前期 高１中期 高１後期 高２ 高３終了時 

CEFR 

英 検 

CEFR A1-3 

英検３級 

 CEFR A2-1 

英検３級～準２級 

    CEFR A2-2 

英検準２級 

       CEFR B1-1 

英検準２級～２級 

        CEFR B1-2  

英検２級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話

す

こ

と 

 

 

 

 

 

や

り

と

り 

 

趣味、部活動などのなじみのあ

るトピックに関して、はっきり

と話されれば、簡単な質疑応答

をすることができる。 

順序を表す表現である first, 

then, nextなどのつなぎ言葉や 

「右に曲がって」や「まっすぐ

行って」などの基本的な表現を

使って，単純な道案内をするこ

とができる。 

簡単な英語で、意見や気持ちをや

りとりしたり、賛成や反対などの

自分の意見を伝えたり、物や人を 

較べたりすることができる。 

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。 

病院や市役所といった場所において、詳

細にまた自信を持って、問題を説明する

ことができる。関連する詳細な情報を提

供して、その結果として正しい処置を受

けることができる。 

基本的な語や言い回しを使っ

て，人を誘ったり，誘いを受け

たり，断ったりすることができ

る。 

補助となる絵やものを用いて，

基本的な情報を伝え，また，簡

単な意見交換をすることがで

きる。 

予測できる日常的な状況（郵便

局・駅・店など）ならば，さまざ 

まな語や表現を用いてやり取り

ができる。 

個人的に関心のある具体的なト

ピックについて、簡単な英語を多

様に用いて、社交的な会話を続け

ることができる。 

駅や店などの一般的な場所で、間違った

切符の購入などといったサービスに関す

る誤りなどの問題を、自信を持って詳し

く説明することができる。相手が協力的

であれば、丁寧に依頼したり、お礼を言

って、正しいものやサービスを受けるこ

とができる。 

 

 

 

 

発

表 

前もって発話することを用意

した上で、限られた身近なトピ

ックについて、簡単な語や基礎

的な句を限られた構文に用い、

複数の文で意見を言うことが

できる。 

一連の簡単な語句や文を使っ

て、自分の趣味や特技に触れな

がら自己紹介をすることがで

きる。 

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。 

使える語句や表現を繋いで、自分

の経験や夢、希望を順序だて、話

しを広げながら、ある程度詳しく

語ることができる。 

短い読み物か短い新聞記事であれば、あ

る程度の流暢さをもって、自分の感想や

考えを加えながら、あらすじや要点を順

序だてて伝えることができる。 

前もって発話することを用意

した上で、日常生活に関する簡

単な事実を、簡単な語や基礎的

な句を限られた構文を用い、複

数の文で描写できる。 

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。 

一連の簡単な語句や文を使って、

意見や行動計画を、理由を挙げて

短く述べることができる。 

自分の考えを事前に準備して、メ

モの助けがあれば、聞き手を混乱

させないように、馴染みのあるト

ピックや自分に関心のある事柄

について語ることができる。 

自分の関心事であれば、社会の状況(ただ

し自分の関心事）について、自分の意見

を加えてある程度すらすらと発表し、聴

衆から質問がでれば相手に理解できるよ

うに答えることができる。 



 

 

 

 

 

 

参考：CEFR-J (日本語版）※CEFR（Common European Framework of Reference：ヨーロッパ言語共通参照枠） 

   各試験団体のデータによる CEFRとの対照表 - 文部科学省 

 英検と CEFRとの関連性について - 英語検定協会 

 

 

 

 

時期         高１前期 高１中期 高１後期 高２ 高３終了時 

CEFR 

英 検 

CEFR A1-3 

英検３級 

 CEFR A2-1 

英検３級～準２級 

    CEFR A2-2 

英検準２級 

       CEFR B1-1 

英検準２級～２級 

        CEFR B1-2  

英検２級 

 

 

 

 

書

く

こ

と 

 

 

 

 

書

く

こ

と 

自分の経験について、辞書を用

いて、短い文章を書くことがで

きる。 

日常的・個人的な内容であれば、

招待状、私的な手紙、メモ、メッ

セージなどを簡単な英語で書く

ことができる。 

身の回りの出来事や趣味、場所、

仕事などについて、個人的経験や

自分に直接必要のある領域での

事柄であれば、簡単な描写ができ 

る。 

自分に直接関わりのある環境（学

校、職場、地域など）での出来事を、

身近な状況で使われる語彙・文法

を用いて、ある程度まとまりのあ

るかたちで、描写することができ

る。 

新聞記事や映画などについて、専門的 

でない語彙や複雑でない文法構造を

用いて、自分の意見を含めて、あらす

じをまとめたり、基本的な内容を報告

したりすることができる。 

趣味や好き嫌いについて複数

の文を用いて、簡単な語や基礎

的な表現を使って書くことが

できる。 

文と文を and, but, because な

どの簡単な接続詞でつなげるよ

うな書き方であれば、基礎的・具

体的な語彙、簡単な句や文を使

った簡単な英語で、日記や写真、

事物の説明文などのまとまりの

ある文章を書くことができる。 

聞いたり読んだりした内容（生活

や文化の紹介などの説明や物語）

であれば、基礎的な日常生活語彙

や表現を用いて、感想や意見など 

を短く書くことができる。 

身近な状況で使われる語彙・文法

を用いれば、筋道を立てて、作業の

手順などを示す説明文を書くこと

ができる。 

物事の順序に従って、旅行記や自分

史、身近なエピソードなどの物語文

を、いくつかのパラグラフで書くこと

ができる。また、近況を詳しく伝える

個人的な手紙を書くことができる。 


