段階チェックシート
各項目内容をお子様の状況と照らし合わせながらご確認ください。苦手な項目、不安な項目がある場合は、その段階から受講されることをおすすめいたします。

段階

ことば

文字

操作性

概念的思考

数

□「くるま」「りんご」「いぬ」などの □ クレヨンを持って直線や曲線を □はさみを開閉したり、まっすぐ切 □「りんご」を見せて「これと同じの

A 段階

名詞は理解することができていま

描くことができていますか？

ることができていますか？

はどれ？」と聞かれると、色々なも

すか？

□2

□糊を紙に付けて貼ることが保護

のの中から「りんご」を選ぶことが

□ 「あるく」「はしる」「すわる」など

ていますか？

者の方と一緒にでもよいのででき

できていますか？

つの点を線で結ぶことはでき

の身近な動詞を理解することがで

ていますか？

きていますか？

□折り目を付けたり、端を揃えるこ
とはしなくてもよいので、紙を折り曲
げることはできていますか？

□「大きい小さい」などの形容詞、 □文字や数字などをなぞって書く □ はさみで直線や曲線を線の通り □2 つのものを比較して「大きいの □5

B 段階

「上・下」などの位置の言葉を理解

ことができていますか？

できていますか？

はどっち？」の質問に正しく答える

いますか？

□簡単な文字（「し」「つ」「く」など） □ 糊をつけた紙を点線で示された

ことができていますか？

□「3 個ちょうだい」と言われて、3 個

□「りんご」と「みかん」は同じなか

や数字を模写して書くことができて

位置に貼ることができていますか？

□2

のものを渡すことができていますか？

ま（くだもの）だと理解することがで

いますか？

□紙を折り目をつけて折ることがで

う？」と質問された場合に、正しく答

□数字の「3」を見て、りんごを

きていますか？

えることができていますか？

取ることができていますか？

きていますか？

□自分にとっての「左・右」や紙面 □ひらがな

C 段階

50 音の読み書きがで

上の「前・後・左・右」といった位置

きていますか？

を理解できていますか？

に切ることができていますか？

までの数を数えることができて

つのものについて、「同じ？違

□はさみで様々な形のものを切り □りんごを見せて、「色は？」と聞 □10

までの数を数えることができ

かれ「赤」、「何のなかま？」と聞か

ていますか？

□ 自分や家族の名前をひらがな □糊をつけた紙を、紙の色や形を

れ「くだもの」のように各要素に的を

□「5 と 7」など 2 つの数字を見て数

□「やさいを言ってください」と言わ

で読み書きすることができています

判断して絵の中のふさわしい位置

絞って答えることができています

の大小を答えることができています

れ、「にんじん」「だいこん」などとあ

か？

に貼ることができていますか？

か？

か？

げることはできていますか？

抜くことができていますか？

3 個

□ 紙を線に従って折ることができ □3 つのものを比較して「いちばん □「合わせていくつ？」「残りはいく
ていますか？

1

～」であるものを選ぶことができて

つ？」の質問に答えることができて

いますか？

いますか？

段階

国語

算数

生活・ソーシャルスキル

□濁音半濁音、拗音などを含め、すべてのひらがなの読み □1～10 個のものの数を正確に数えることや、正しい数だけ □身近な動植物の名前、鳴き声、生態などを知っています
書きができていますか？

ものを取ることができていますか？

か？

□動物、乗り物、楽器といったカテゴリーに属するものをそ □10 までの 2 つの数の大きさを比べることや、1～10 の数を □自分の名前、誕生日、好きなもの、嫌いなもの、家族の名
れぞれ 3 つ以上挙げることができていますか？

正しい順番に並べることができていますか？

前、学校の名前など、自分のことについての質問に答えるこ

□ 文中の助詞「は、を、へ」を正しく読み書きできています □10 までの 2 つの数を合わせた数や、10 までの数を 2 つに

とができていますか？

D 段階

か？

□「おはよう」「いただきます」など、それぞれの場面で適切

Part1

□ 基本的な助詞と動作語を組み合わせた表現（○○が走 □4＋3＝7 など、答えが 10 までの数になる足し算が計算で

な言葉を選んであいさつできていますか？

る、○○に乗る等）を書くことができていますか？

きていますか？

□表情から気持ちを読み取ること、簡単なジェスチャ（人差

□基本的な文を読んで、足し算の式をつくることができてい

し指を立てて口に当て「しー」など）から意図を汲み取ること

ますか？

ができていますか？

分けたときの数を答えることができていますか？

□「暗い道を一人で歩いているときは“怖い”気持ち」など、
場面を想像して気持ちを言葉で表現できていますか？

□濁音半濁音、拗音などを含め、すべてのかたかなの読み □8－3＝5 など、1～10 までの数の引き算が計算できていま □ 家にあるものの名前やその用途、外にある公共物や場
書きができていますか？

すか？

所、お店の名前などを知っていますか？

□「た」を使った過去の表現（書いた・行った等）、「ます」を □基本的な文を読んで、引き算の式をつくることができてい □硬貨や紙幣の種類を正確に理解していて、10 円玉 8 枚で
使った丁寧な表現を書くことができていますか？

D 段階
Part2

ますか？

80 円など、1 種類の硬貨で表された金額を計算できています

□文を書くときに文末に句点「。」を打つことができています □2 ずつ、5 ずつ、10 ずつものの個数を数えることができて

か？

か？

□ 家族や友達、先生などに対する基本的な頼み方、誘い

いますか？（「にい、しい、ろお・・・」など）

□簡単な文を読み、その内容について「だれが」「何を」「ど □100
こに」などの質問に答えることができていますか？

個までのものの数を正確に数えることや、正しい数だ

けものを取ることができていますか？

方、質問の仕方を理解していますか？

□人に対して名前や好きな食べ物などといった簡単な質問

□「が・の・を・に・へ」といった基本的な助詞を使った文を作 □ある数について「十の位」や「一の位」の数字を答えること

をしたり、逆にそれらを人から質問された際に答えることがで

ることができていますか？

きていますか？

ができていますか？

□小１で習う漢字のうち、「一～十、月～金、大小、田、川、
山、石」といった基礎的な漢字の読み書きができています
か？

2

段階

国語

□文を書くときに話し言葉の部分に「

算数
」（かぎかっこ）をつけ

て書くことができていますか？

□2～3

個のものについて、端が揃っていない場合でもマス

目の数を数えて長い短いが判断できていますか？

生活・ソーシャルスキル

□アナログ時計の針の位置から、時刻を読み取ることがで
きていますか？

□「～していますか？」といった質問に、「はい、～していま □ものの数を数えて表に書き入れたり、棒グラフから個数を □カレンダーを見て、今日（質問した当日）の日付や曜日、
す」「いいえ、～していません」と文の形で答えることができて

読み取ったりできていますか？

前の日や次の日の日付や曜日を答えることができています

いますか？

□答えが 20 までの数になる繰り上がりのある足し算、20 ま

か？

□基本的な形容詞（明るい、近い等）の反対語を答えること

での数からの繰り下がりのある引き算を計算できています

□家族や友達、先生など、みんなに頼む（あるいは誘う）こと

ができていますか？

か？

がある場合の頼み方や誘い方を理解していますか？

D 段階

□様子を表す基本的な言葉（面白い、上手な、きちんと、に □足し算や引き算を表す文章を読んで式を立て、答えも求 □「『おとうさん、ごはんだよ』って言ってきて」と頼まれたとき

Part3

こにこ等）を使って話したり、文を書いたりすることができてい

めることができていますか？

にお父さんに「おとうさん、ごはんだよ」などと、言われた言葉

ますか？

□2 つの容器に入る容量の多い少ないを、中身を移したコッ

をそのまま復唱して伝える伝言ができていますか？

□ ２、３文の文章を読み、その内容について「だれが」「何

プなどの数で比較することができていますか？

□学校やお友達の家、外出先など、家以外の場面における

を」「どこに」「どんな」「どのように」などの質問に答えることが

マナーを知っていますか？

できていますか？

□「だから」「でも（しかし）」を使って２つの文をつなぐことが
できていますか？

□小１で習う 80 字の漢字の読み書きができていますか？
□「ある・いる」「ない・いない」を、主語によって正しく使い分 □数百個のものを、100
けられますか？

E 段階
Part1

のまとまりや 10 のまとまりを作っ

て、正確に数える方法を理解していますか？

□身近な生き物の名前、生態、育て方などを知っています
か？

□「が、の、を、に、へ、から、より」といった基本的な助詞を □2 桁どうしの繰り上がりが 2 回ある足し算を筆算で計算で □6 種類の硬貨で表された金額を答えられますか？
適切に使い分けて文を作ることができますか？
きますか？
□自分の名前や誕生日、好き嫌い、得意なことや嫌いなこ
□「て、ながら、ば、ので、けれども」といった接続助詞を使っ □2 つの紙の広さを、紙を重ねて比べたり、小さな同じ大き とについての質問に答えられますか？また、家族や親戚の
て２つの事柄をつなげた文を作ることができていますか？

さの紙の枚数で比べたりできますか？

名前や誕生日も答えられますか？

□２，３文の文章を読み、「なぜ～ですか」と理由を問う質問 □定規でものの長さを測って、「cm」「mm」長さを表すことが □「おはようございます」「さようなら」「失礼します」など、各
の答えを文中から読み取ることができていますか？

できますか？

場面で適切な言葉を選んであいさつできていますか？

□小学 2 年で習う漢字のうち、春夏秋冬朝昼夜国語算数理 □所定の長さの線を引くことや、長さの足し算引き算を計算 □「テストで
科社会図画工作楽体といった生活や学習に身近な漢字の

することができていますか？

読み書きができていますか？

持ち」のように、場面を想像して自分の気持ちを言葉で表現
できますか？

3

100 点を取ったときの気持ちは？」「うれしい気

段階

国語

算数

生活・ソーシャルスキル

□「は・わ」「お・を」「え・へ」「う・お」「ず・づ」「じ・ぢ」を正しく □146-89 など、繰り下がりが 2 回ある引き算を筆算で計算 □「さくらは春に咲く」「お正月は冬」など、季節と行事・出来
使い分けて書くことができていますか？

できますか？

事・植物・虫などを関連づけられていますか？

□勧誘を表す助動詞「う・よう」、様態を表す助動詞「そうだ」 □「1m=100cm」の関係を理解し、さらにメートル単位の長さ □様子を表す絵を見て、天気（晴れ・くもり・雨・雪）、時間帯
（例．おいしそうだ）を使って文を作ることができていますか？

の計算ができていますか？

（朝・昼・夜）が区別できますか？

□「ゆらゆら、のろのろ、ビュービュー」といった身近な擬音 □三角形と四角形の定義を知り、様々な図形から三角形や □2
語擬態語を理解し、自分で使うことができていますか？

四角形を見つけることができますか？

つの時刻から『時間』（何時間、何分間）を求めることが

できますか？「午前」「午後」の言葉や 24 時間表記なども理

E 段階

□「はずかしい、うらやましい、まちどおしい、くやしい、どき □10000

Part2

どきする、がっかりする」といった気持ちを表す言葉を理解

あげること、数列や数直線に当てはまる数が答えられます

□子どもが何度も遭遇しているであろう場面について、相手

し、自分で使うことができていますか？

か？

の気持ちを想像できていますか？

までの大きな数について、大小比較や各位の数を

解できていますか？

□小学 2 年で習う漢字のうち、風池海雲魚馬鳥牛東西南北

□家族や友達、先生などに対して、適切な言葉で頼んだり、

兄弟姉妹頭毛顔首といった自然や人に関する身近な漢字の

誘ったり、質問したりできますか？また、相手からの依頼や

読み書きができていますか？

誘いに対して、自分の状況を踏まえて、正しく返答できます
か？

□「これ（ここ）、それ（そこ）、…」などのこそあど言葉を正しく □ものの数を数える問題で、かけ算の式を立てることができ □公共施設やお店の名前と、その役割を答えることができ
使い分けることができていますか？

ますか？

ますか？職業名を聞いて、その人がどこで働いているかを答

□「いつ、どこで、だれが、どうした」といった情報を備えた、 □九九を覚えて正しい答えを答えることができていますか？ えられますか？
複数の文節からなる文を正しく読み取り、かつ自分で文を書 □「リットル」「ミリリットル」という単位を知り、身の回りのもの □等価のお金で両替したり、品物を購入するために必要な

E 段階
Part3

くことができていますか？

の容量を把握したり、簡単なかさの計算したりすることができ

金額を、財布の中から出したりできますか？

□「はじめに、つぎに、さいごに」といった言葉を使って、事

ますか？

□学校や外出先など、家以外の場面におけるマナーを知っ

柄を順序立てて説明する 3 文程度の文章の読み書きができ

□長方形、正方形、直角三角形の定義を知り、様々な図形

ていますか？

ていますか？

から見つけたり、作図したりすることができますか？

□所定の場面でその行動をした方がよい理由、あるいは逆

□小学２年で習う

にその行動をしない方がよい理由を、考えることができます

160 字の漢字の読み書きができています

か？

か？

4

段階

国語

算数

生活・ソーシャルスキル

□人から伝え聞いたことを話すときに用いる助動詞「そうだ」 □4 桁どうしの繰り上がりが最大 3 回ある足し算を筆算で計 □アルファベット 26 文字の大文字、小文字が書けますか？
を使って文を作ることができていますか？
算できますか？
□ローマ字を読んだり、ローマ字でものの名前や地名、人
□日常よく用いられる言葉（おもて、行き、伸びる、増える、 □4 桁どうしの繰り下がりが最大 3 回ある引き算を筆算で計 名を書き表すことができますか？
深い、安い等）の反対語を答えることができていますか？

F 段階
Part1

□友達には「おはよう」、先生には「おはようございます」な

算できますか？

□２、３文の文章を読んで、文中の「それ、その、そこ」といっ □九九の範囲で、あまりのないわり算が計算できますか？ ど、あいさつする相手によって、適切な言葉を使うことができ
た指示語の指す内容を読み取ることができていますか？
□「km」の長さの計算や、「距離」と「道のり」の違いを理解し ていますか？
□絵に描かれた内容について伝える文や、２つのものを比 た上で値を求めることができていますか？
□家族や友達、先生などに対して、適切な言葉で依頼、質
較した結果について伝える文を書くことができていますか？

問、応答、報告ができますか？また、困っている人に対して、

□小学３年で習う漢字のうち、氷豆酒羊服歯鼻血坂岸島路

適切な言葉で働きかけることができますか？

屋駅曲動集登着乗起配といった基本的な名詞や動詞を表す
漢字の読み書きができていますか？

□推定や比喩を表す助動詞「ようだ」「みたいだ」を使って文 □棒グラフや簡単な表について、情報を読み取ることや作 □短い時間「秒」が理解できていますか？2 つの時刻から時
を作ることができていますか？

成することができていますか？

□「貸す／借りる」「頼む／頼まれる」といった視点の置き方 □1
によって使い分ける表現を正しく使うことができていますか？

億までの大きな数を読むこと、大小を比較すること、数

直線上に表すことなどができていますか？

間を求めること、ある時刻から数時間後（前）の時刻を求める
ことができていますか？

□昆虫は「頭、胸、腹」と分かれていること、植物には「葉、

□スケジュールや作業手順が書かれた表や文書から、情報 □円から半径や直径の長さを求めたり、所定の大きさの円

茎、根」があることなどが理解できていますか？

を正確に読み取ることができていますか？

□温度計から温度を読み取ること、太陽の位置とかげので

をコンパスで作図したりすることができますか？

F 段階

□日常生活での出来事や経験したことについて、その経緯 □様々な図形から二等辺三角形や正三角形を見つけるこ

き方などが理解できていますか？

Part2

や原因・結果を説明することができていますか？

□各場面の自分の気持ちを言葉で表現すること、相手の気

と、これらの図形を作図することができますか？

□小学３年で習う漢字のうち、予央区州局県倍研究昭和宿 □1
帳章期童漢農練といった身近な熟語に使われる漢字の読み

に満たない数を、0.1 と小数第一位までの小数で表し、

簡単な小数の足し算や引き算までできていますか？

書きができていますか？

持ちを想像することができていますか？

□「あげる／もらう」「～する／～される」といった視点の置き
方によって使い分ける表現を使い、コミュニケーションを取る
ことができていますか？

5

段階

国語

算数

生活・ソーシャルスキル

□副助詞「しか、など、ほど」を使って文を作ることができて □（3 桁）×（2 桁）のかけ算を筆算で計算できますか？
□ 買いたいものがどのお店に売っているか答えられます
いますか？
□「g」「kg」の重さの単位を用いて、はかりの目盛りを読み取 か？地図記号の意味を覚えたり、簡単な地図やフロアマップ
□話す際に、文末に「よ、ね、なあ」、禁止の「な」といった終 ること、重さの足し算や引き算を計算することができます を読み取ったりできていますか？
助詞を使うことができていますか？

F 段階
Part3

□複数のものを購入するときの合計金額を求めたり、おつり

か？

□「まるで～のようだ」、「ぜひ～してください」、「決して～な □（2 桁）÷（1 桁）のあまりのあるわり算を計算できますか？ を計算したりできますか？
い」などといった陳述の副詞と呼応表現を使って文を作るこ □1 に満たない数を、10 分の 1 などと分数で表すこと、同分 □学校や公共施設などにおけるマナーを知っていますか？
とができていますか？

母分数の足し算や引き算の計算をすることができています

誤っている行動をしている絵を見て、正しい行動を答えられ

□いくつかの文からなる文章を読んで、文章の内容に関す

か？

ますか？

る様々な質問に答えることができていますか？

□ある状況の絵を見て、その後に起こり得ることを想像した

□伝えるべきことの順番を整理して、報告文や手紙文を書く

り、それが悪いことであったときに、回避できる手段を考えた

ことができていますか？

りすることができますか？

□小学３年で習う 200

字の漢字の読み書きができています

か？

□推量の助動詞「だろう」や、受身の表現を表す「れる」「ら □（2、3
れる」を使って、文を作ることができていますか？

G 段階
Part1

桁）÷（1 桁）のわり算を筆算で計算できています

か？

□豆電球と乾電池を正しくつなぎ回路を作ることができてい
ますか？また、金属は電気を通す、金属以外は通さないとい

□「例えば」「なぜなら～だからです。」「もし～だったら」「た □折れ線グラフや二つの観点でまとめられた表から情報を

った理解ができていますか？

とえ～でも」などの接続詞を使った文の意味を理解したり、文

読み取ること、それらを作成することができていますか？

□磁石の性質、鉄は磁石とくっつく、鉄以外は磁石とくっつ

を作ったりすることができていますか？

□角度を分度器で測ること、360°までの角を作図すること

かないといった理解ができていますか？

□4

ができていますか？

□ 八方位を用いて位置を表すことができていますか？ま

に関する質問に答えることができていますか？

□ 垂直な直線や、平行な直線の性質を理解できています

た、子どもに身近な地図記号、都道府県の位置と名前、主な

説明文や予定表といった内容の文章から情報を読み取り、メ

か？

国の位置と名前などを覚えることができていますか？

モを作成することができていますか？

□平行四辺形やひし形の性質を理解すること、それらの図 □友達には「おはよう」、大人には「おはようございます」な

□小学４年で習う漢字のうち、札印仲芽底例胃腸街順席帯

形を作図することができていますか？

文からなる文章を読んで、出来事や登場人物の気持ち

ど、あいさつや質問などの言葉を、場面や相手に応じて使い

熱量差億兆といった基本的な名詞や動詞を表す漢字の読み

分けることができていますか？

書きができていますか？

□場面に応じた言葉で、依頼、勧誘、質問、応答などができ
ていますか？電話を使った簡単な応対ができますか？

6

段階

国語

算数

生活・ソーシャルスキル

□使役を表す助動詞「せる、させる」を使って、「並ばせる」 □億、兆などの大きな数を読むこと、大小を比較すること、 □植物、鳥、虫が季節ごとにどのように変化していくのかを

G 段階
Part2

「言わせる」といった表現を用いた文を作ることができていま

数直線上に表すことなどができていますか？

理解できていますか？

すか？

□「およそ」「約」を用いて数を概数で表すことができていま □太陽が東から昇って西に沈むことなどを理解しています

□ 日常よく使われる二字熟語（内側、起立、出席、成功、

すか？四捨五入、切り上げ、切り捨てなどの方法を理解でき

か？

縦、地上等）の反対語を答えることができていますか？

ていますか？

□水は温度によって、固体（氷）、液体（水）、気体（水蒸気）

□指示や注意事項が書かれた文章の内容を読んで、内容 □概数の考え方を用いて、買い物の際の代金を見積もるこ

と姿を変えることを理解していますか？

を正確に理解することができていますか？

□チラシ、ラベル、レシートなどから商品の情報を読み取る

となどができていますか？

□「好きなもの」や「好きなこと」などのテーマについて、自分 □（2、3

桁）÷（2 桁）のわり算を筆算で計算できています

こと、おつりを計算すること、ちょうどの金額が出せないとき

の意見を理由とともに伝える文章を書くことができています

か？

のお金の出し方などが理解できていますか？

か？

□小数第三位までの小数の表し方や、足し算引き算の計算 □「あげる／もらう」、「～する／～される」といった視点の置

□小学４年で習う漢字のうち、栄士告令以各必努灯衣児協

ができていますか？

き方によって使い分ける表現を正しく使って、場面を説明す

法特徒といった身近な熟語に使われる漢字の読み書きがで

ることができていますか？

きていますか？

□副助詞「こそ、さえ、でも」を使って文を作ることができてい □（小数）×（整数）、（小数）÷（整数）の計算をすることがで □骨と筋肉で体が動く仕組みや、胃や腸といったの内臓の
ますか？

きていますか？

名前などが理解できていますか？

□「おなかをこわす」、「胸をいためる」などといった慣用句の □正方形や長方形の面積を公式を用いて求めることができ □数千円の買い物のおつりを計算すること、１個当たりの値

G 段階
Part3

意味を理解して、会話や作文の中で使うことができています

ていますか？

か？

□真分数・仮分数・帯分数を理解して分数を分類すること、 □警察署、消防署、浄水場、ゴミ処理場などの公共施設の

□5、6

文からなる少し長めの文章を読んで、文章の内容に

関する様々な質問に答えることができていますか？

段を計算することなどができていますか？

それらの分数の足し算引き算を計算することなどができてい

主な役割などを理解できていますか？

ますか？

□学校や公共施設などにおけるマナーを知っていますか？

□地図や案内図をもとにして、目的地への道順や行き方を □直方体や立方体の頂点や辺の数を数えること、平行・垂

誤った行動と誤っている理由を答えることができています

正しく伝えることができていますか？

直な辺を答えること、展開図や見取り図を作図することなど

か？

□小学４年で習う

ができていますか？

200 字の漢字の読み書きができています

か？
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