
■「GTEC」 CEFR-J Cando statements

CEFR-J Reading Listening Writing Speaking
スコア can-do statements スコア can-do statements スコア can-do statements スコア can-do statements

B2 280～
現代社会の問題に対して、特定の考
え方や視点から書かれた記事やレ
ポートを理解できる。

290～

ある程度知っている話題であれば、込
み入った論法を含む長い話や講義も
理解できる。ほとんどの時事問題に関
する放送を聞いて理解できる。

300～

関心のある分野であれば、多くの情
報源から情報や議論を統合、整理し
ながら、それに対する自分の考えの根
拠を示しつつ、まとまりのある報告書
や論文などを、幅広い語いや複雑な
文構造をある程度使って書くことがで
きる。

320～

ある程度なじみがあれば、世界の
ニュースで取り上げられるような話題
について、積極的に議論することがで
きる。
ある視点に賛成、または反対の理由
や代替案をあげて、用意したプレゼン
テーションを聴衆の前で流ちょうに行
い、一連の質問にもある程度流ちょう
に対応できる。

B1.2 250～

まとまりのある文章の重要な点（とそ
うでない点）を区別し、書き手の意
図などを正確に理解して、自分の意
見と比較しながら文章の構成を理解
できる。
インターネットや参考図書などを調べ
て、文章の構成を意識しながら、学
業に関係ある情報を手に入れること
ができる。

250～

ある程度の長さで複数の話題が含ま
れた話や簡単な講義や会話を聞いて、
主題と詳細情報を区別しながら理解
できる。
標準的な早さの録音や放送（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
報の大部分を聞きとることができる。

260～

新聞記事や映画などについて、専門
的ではない語いや、複雑ではない文
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。 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
かの段落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。

300～

病院や市役所といった場所で、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。
短い読み物か短い新聞記事に関し
てであれば、自分の感想や考えを加
えながら、あらすじや要点をある程度
の流ちょうさをもって、順序だてて伝え
ることができる。
自分の関心のある社会的な話題に
ついて、自分の意見を加えてある程
度流ちょうに発表し、聴衆から質問が
出れば相手に理解できるように答える
ことができる。

B1.1 220～

外国語学習者向けに書かれた英字
新聞や雑誌の記事などのまとまりのあ
る文章を、辞書を使いながらであれば
大体は理解できる。
ゲームのやり方、申込書の記入の仕
方、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。

220～

外国の行事や習慣などに関するまとま
りのある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。
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。

240～

自分に直接関わりのある環境・学校
生活・地域などでの出来事について、
身近な状況で使われる語いや文法を
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。 身近な状
況で使われる語い・文法を用いてい
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。

280～

学校や映画や本などの趣味、なじみ
のある話題であれば、簡単な英語を
多様に用いて、会話を続けることがで
きる。
使える語句や表現をつないで、自分
の経験や夢、希望を順序だて、話を
広げながらある程度詳しく話すことが
できる。

A2.2 180～

生活、趣味、スポーツなど、日常的・
実用的なトピックを扱った文章の要点
を理解したり、具体的な情報を取り
出したりすることができる。
外国語学習者向けに書かれた物語
や伝記において、重要な点を理解し
ながら、数段落程度読み進めることが
できる。

190～

数文程度のなじみのあるトピックに関
する、身近な人たちが話す会話を聞い
て、話し手の意図や概要を理解できる。
ゆっくりはっきりと話されれば、スポーツ・
料理などの一連の行動に関する指示
を聞いて理解し、指示通りに行動する
ことができる。

220～

身の回りの出来事や趣味・場所・学
校生活のような個人的経験や、自分
に直接必要のある領域での事柄につ
いて、まとまりのある簡単な描写をする
ことができる。 それほど辞書を引かなく
ても、基礎的な日常生活に関する語
いや表現を用いて手紙やEメールなど
で読んだ内容についての感想や意見
を短く書くことができる。

220～

自分が知っている映画や本のあらすじ、
出来事などについて、英語話者とやり
とりすることができる。
写真や絵、地図などの視覚的補助を
利用しながら、自分の生活に直接関
連のあるトピックについて、一連の簡
単な語句や文を使って、短いスピーチ
をすることができる。

A2.1 150～

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。

160～

公共の乗り物や、駅や空港の数文程
度の短い簡潔なアナウンスを、ゆっくり
はっきりと話されれば理解することがで
きる。
学校の宿題などに関して、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。

190～

日常的・個人的な内容であれば、招
待状や手紙、メモ、メッセージなどを文
と文の意味のつながりを意識して書く
ことができる。
それほど辞書を引かなくても、基礎
的・具体的な語いや句、文を簡単な
接続詞でつなげるような書き方で、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。

190～

補助となる絵や物を用いて、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。
写真や絵、地図などの視覚的補助を
利用しながら、学校や地域などの身
近なトピックについて、一連の簡単な
語句や文を使って人前で短い話をす
ることができる。

A1.3 110～

個人的に興味のあるトピック（スポー
ツや音楽など）に関する簡単な文章
を、絵や写真も参考にしながら理解
することができる。
個人的な短い手紙やEメール、挿絵
のある短い物語を、辞書を使いながら
であれば理解することができる。

130～

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、ゆっくりはっきりと話されれば理
解することができる。
ゆっくりはっきりと話されれば、電話番
号を聞いたり、店で値段を聞いたり、
近くの場所までの道順をほぼ理解する
ことができる。

140～

簡単な単語や基礎的な表現を用い
て、自分の経験や趣味、好き嫌いな
どの身近な内容について、５～６文
程度で書くことができる。
辞書を引きながらであれば、私的な
手紙やEメールなどを書くことができる。

140～

趣味、部活動などのなじみのある話
題に関して、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。
前もって発表することを用意した状態
であれば、限られた身近なトピックにつ
いて、限られた構文で簡単な語や基
礎的な句を用いて、複数の文で意見
を言うことができる。

A1.2 80～

簡単なポスターや招待状などの日常
生活で使われる非常に短い簡単な
文章を読み、理解することができる。
身近な人からのEメールなどによる、非
常に短い簡単な近況報告を理解す
ることができる。

90～

ゆっくりはっきりと話されれば、趣味やス
ポーツ、部活動などの身近なトピックに
関する短い英文を聞いて、理解するこ
とができる。
ゆっくりはっきりと話されれば、身近なト
ピックに関する短い英文から、場所や
時間などの具体的な情報を聞きとるこ
とができる。

100～

簡単な単語や定型文などを用いて、
身近なことについての自分の意見や
感想を、２～３文程度で書くことが
できる。 辞書を引きながらであれば、
絵はがきやカード、メモなどに短く簡単
なメッセージを書くことができる。

100～

基本的な語や言い回しを使って、日
常のやりとりにおいて簡単な応答をす
ることができる。
前もって発表することを用意した状態
であれば、限られた身近なトピックにつ
いて、限られた構文で簡単な語や基
礎的な句を用いて、簡単な意見を言
うことができる。

A1.1 60～

看板や表示に書かれた非常に簡単
な指示（「出口」や「止まれ」など）を
読み、理解することができる。
ファーストフード店やレストランなどの絵
や写真がついたメニューを理解し、選
ぶことができる。

70～

当人に向かってゆっくりはっきりと話され
れば、短い簡単な指示（「立て」「座
れ」「止まれ」など）を理解することがで
きる。
ゆっくりはっきりと話されれば、日常生
活に必要な重要な情報（数字、品
物の値段、日付、曜日などに関する
語）を聞きとることができる。

60～

自分の意見や感想を表す単語をいく
つか書くことができる。
表の中の名前・住所・職業などの項
目を埋めることができる。
辞書を引きながらであれば、自分に
関する基本的な情報を短い句または
文で書くことができる。

80～

なじみのある定型表現を使って、時
間・日にち・場所について質問したり、
応答したりすることができる。
基礎的な語句、定型表現を用いて、
家族や趣味などの限られた個人に関
する情報を伝える自己紹介ができる。

Pre-A1 0～
口頭での活動で既に慣れ親しんだ絵
本の中の単語を見つけることができる。

0～
ゆっくりはっきりと話されれば、日常の身
近な単語を聞きとることができる。

0～

アルファベットの大文字・小文字や単
語のつづりを意識しながら、自分に関
するごく限られた情報（名前、年齢、
住所）を書くことができる。

0～

定型の日常の挨拶や季節の挨拶を
したり、そうした挨拶に応答したりする
ことができる。
簡単な語や基礎的な句を用いて、自
分に関するごく限られた情報（名前、
年齢など）を伝えることができる。

このCando statementsはCEFR-Jを基に、ベネッセ独自で作成したものです。


