
初級 

保護者セリフ 子供の反応 クリアポイント 

媒介語(日本語以外の言語)ＯＫ 

 

問題１ 

 

自己紹介をしましょう。 

名前 歳 好きなものをいいましょう 

 

 

 

 

自己紹介をする 

「私は○○です」 

「○歳です」 

「○○がすきです」 

「どうぞよろしく」 

・きちんと自己紹介が言えるか 

・わたし ぼく の使い分けをしっ

ているか 

・自分に ちゃん くん をつけて

いないか 

 

☆名前しか言えない 0ポイント 

☆名前と年齢は言えるが、 

年齢の言い方を間違える 1ポイント 

☆ぼく わたし ちゃん くんの使

い分けは出来ていないが、自己紹介

は出来ている 2ポイント 

☆きちんと完璧に自己紹介が言えて

いる 3ポイント 

 

※「どうぞよろしく」は言えなくて

もいい 

(スライドの数字を示して聞く) 

問題２➀「じゅうご」 

いくつですか？ 

 

同様に 

問題②「ろくじゅうはち」 

問題③「ひゃく」 

 

「じゅうご」 

 

 

 

 

「ろくじゅうはち」 

「ひゃく」 

・100の言い方が分かる 

・位があがっった言い方 ロジカル

な部分がわかっている 

 

☆全然答えられない 0ポイント 

☆わかっているけれど ミステイク

してしまった 1ポイント 

☆正しく言うことができた問題が一

問だった 2ポイント 

☆全問正しく言えた 3ポイント 

 

※問題一問につきポイントをつける 

 

問題３ 

 

質問をする 

おとうさんは何歳ですか。 

お母さんは何歳ですか。 

兄弟姉妹は何歳ですか。 

 

 

 

 

 

質問に答える 

・家族の年齢を知らなくても数字を

教えてもらって、その数字がきちん

と読めたら（言えたら）OK 

・年齢の特別な言い方が言えなくて

も数字が言えれば問題ない 

例 はっさい はちさい OK 

じゅっさい じゅうさい OK 

 

☆全然答えられない 0ポイント 

☆わかっているけれど ミステイク

してしまった 1ポイント 

☆年齢の言い方はわからなかったけ

れど、数字は読めた 2ポイント 

☆年齢の言い方もきちんと読めてい

た 3ポイント 

 

※問題一問につきポイントをつける 

レベルチェック(保護者の方用) 
※パワーポイントを見ながら、お子様へ質問をしたり、会話をしたりしながらポイント

をつけてください。最後に合計点を計算し、お子様のレベルを確かめます。 



 

問題４ 

 

※質問は例です。 

下の①②③からそれぞれ自由に１問ずつ

選んでください。そして その質問に対

して話を広げられるだけ広げてみてくだ

さい。 

質問以外に広げられ、答えることができ

れは 3ポイントとなります。 

 

例） 

質問：たべもののなかで なにがいちば

んすきですか。 

 

（派生して） 

どうしてアイスクリームがすきですか。 

 

何味が一番すきですか。 

 

 

 

 

 

 

 

【問題を選んでください】 

①〇×問題 

☆とけいが ありますか。 

☆お姉ちゃんがいますか。 

☆バナナは おいしいですか。 

☆ドラえもんは かわいいですか。 

☆ピーマンが すきですか。 

 

【派生で 聞く問題例】 

※ 

★なに色ですか。 

★兄弟はおねえちゃんだけですか。 

★どうして きらいですか。 

★ほかに（おいしいもの きらいなもの 

かわいいもの）はなんですか。 

 

②疑問詞問題 

☆おかしの中でなにが 一番すきです

か。 

☆おとうさんは なにが すきですか。 

☆かばんの なかに なにがあります

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アイスクリームです。 

【これが答えられたら

2ポイント】 

 

おいしいから 

 

チョコレートアイスク

リームが一番すきで

す。 

【うまく答えられなく

ても、聞いてわかり 

単語程度で答えられれ

ば 3ポイント】 

―――――――――― 

 

・聞かれた質問に答えられたらいい 

・〇×問題 疑問詞問題が混合でも

きちんと答えられるか 

 

☆全然答えられない 0ポイント 

☆わかっているけれど ミステイク

してしまった 1ポイント 

☆聞かれた質問に正しく答えること

ができた 2ポイント 

☆聞かれた質問以上に会話のラリー

ができた 3ポイント 

 

※問題一問につきポイントをつける 

 

メモ： 

≪食べ物・動物・キャラクター・果

物・スポーツ・家族・おかしなどの

単語を知っていると レッスンを受

ける時役に立ちます≫ 



☆うちに だれが いますか。 

 

【派生で 聞く問題例】 

※ 

★どうして すきですか 

 ★なにが いますか 

 （「誰」は 人間 「何」は 動物） 

 ★おとうさんは 今 なにをしていま

すか。 

 

③レベルアップした問題 

☆いま なにをしたいですか。 

☆いあ なにがほしいですか。 

☆きのう なにを たべましたか。 

☆あした どこへ いきますか 

 

【派生で 聞く問題例】 

※ 

★誰と いきますか。 

 ★なんで いきますか。 

 ★どうでしたか。 

 ★どうしてですか。 

問題５ 

 

※２つの問題の出し方があります。一つ

を選んでください。 

➀保護者がスライドの言葉を言って、並

び替えをさせる 

例) 「う ど ぶ」 と言う。 

「ただしい 順番はどれですか」と言う 

(答えはぶどう ) 

 

②スライドの文字を見ながらお子さん自

ら並び替えをする (単語を知っている 

文字も音もわかる) 

 

問題➀答え「ぶどう」 

問題②答え「らいおん」 

問題③答え「さくらんぼ」 

 

 

 

 

 

①保護者が音声を言っ

てならび替える 

 

 

 

 

②文字をみてならび替

える 

・声を聞いて 並び替えができれば

問題ない 

・単語を知っていて、出された文字

の並び替えを音を聞かずに並び替え

ができれば なおよし 

 

☆全然答えられない 0ポイント 

☆わかっているけれど ミステイク

してしまった 1ポイント 

☆保護者が言ったとおりに 並び替

えることができたら 2ポイント 

☆音もなく、文字を並び替えること

ができ、読めたら 3ポイント 

※問題一問につきポイントをつける 

 



 

合計得点とレベル 
 

(スライドを示しながら聞く) 

問題６➀ 

 

よみましょう。 

 

同様に 

問題①よみましょう。 

問題②よみましょう。 

問題③よみましょう。 

 

 

 

 

ヒントもなく読む 

「てんとうむし」 

「たまねぎは おいし

いです」 

「みかんを たべまし

た」 

・すこし長い文がよめるか 

・「は」を「ha」ではなく「wa」と読

めるか 

 

☆全然答えられない 0ポイント 

☆わかっているけれど ミステイク

してしまった 1ポイント 

☆一文字ずつ ゆっくり追いながら 

よむことができる 2ポイント 

☆「は」を「ha」ではなく「wa」と

読め スラスラ読めた 3ポイント 

 

※問題一問につきポイントをつける 

 

媒介語(日本語以外の言語)ＯＫ 

 

今から言います ものをかきます。 

 

例）しまうま 

 

 

同様に 

問題①「おにぎり」 

問題②「てっぺん」 

問題③「おじいちゃん」 

問題④「さるは かわいいです」 

ディクテーション 

 

 

 

「しまうま」 を紙に

書く 

 

 

おにぎり 

てっぺん 

おじいちゃん 

さるは かわいいです 

 

を紙に書く。 

・「は」を「わ」ではなく「は」と書

けるか 

・促音 濁音 半濁音 長音などを

知っているか 

 

☆全然答えられない 0ポイント 

☆わかっているけれど ミステイク

してしまった 1ポイント 

☆清音は正しく書けている 2 ポイ

ント 

☆促音 濁音 半濁音 長音 

「は」を「わ」ではなく「は」とき

ちんと書けている 3ポイント 

 

※問題一問につきポイントをつける 

計：60 
15点以下： すこし授業についていくのが大変かもしれませんが、挑戦できます。 

 

45点以上： 十分初級の授業についてこられるか、それ以上の力があると思われます。 

初中級がお勧めします。もちろん初級でも可能ですが、事前に知っている知識を応用するようなレッスン

になります。 

 


