Phillip James
Committed to
improving your
English
Pera-perattenanyanen?
英語力を伸ばすには、まず自分がどの段階か知っておくべき！
この表は英語のレベル+ CEFR（語学のコミュニケーション能力別のレベルを示す国際標準規格）
によってどんなことができるのかを示しています。一つ上のレベルでどんなことができるように
なるのか、また自分のなりたいイメージと重ね合わせてみましょう！
各種試験（IELTS やケンブリッジ英検など）とも参照してみてね。
ちなみに CEFR は英語だけでなくフランス語やドイツ語、他のヨーロッパ言語のレベルを示す物
差しでもあります。

次ページからレベル＆できることをチェックしてみましょう。
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PHILLIP JAMES では初級～上級＋の６レベルが学べます。（

）が cefr

ジェームズくんの成長と共に見てみましょう

初級
Elementary（A1）
準中級
Pre-Intermediate（A2）
中級
Intermediate（B1）

準上級
Upper-Intermediate（B2）

上級
Advanced（C1）
上級+
Proficiency（C2）
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短い簡単な手紙を書くこ
とができる。
自分自身や他人が住んで
いるところ、友達や持っ
ている物などについて受
け答えができる。

初級
Elementary
A1

数や量、ものの値段、時
間を使うことができる。
紹介やはじめましての挨
拶、別れの挨拶ができ
る。

ごく簡単な表現を聞
きとれて、基本的な
言葉で自分の名前や
気持ちを伝えられる

自分に対しての質問や説
明のうち、注意深くゆっ
くり表現されたものが理
解できる。短く簡単な指
示が理解できる。

自分について、職業や住
んでいる場所について述
べることができる。
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Can write a short
simple postcard.
Can ask and answer
questions about
themselves and other
people, where they
live, people they
know, things they
have.
Can handle numbers,
quantities, cost and
time.
Can make an
introduction and use
basic greeting and
leave-taking
expressions.
Can understand
questions and
instructions
addressed carefully
and slowly to
him/her and follow
short, simple
directions.
Can describe
him/herself, what
he/she does and
where he/she lives.

過去の履歴や活動につ
いて質問したり答えた
りできる。

Activities.

応じたり、指示を求めた

next, making and

り与えたりしながら、次

responding to

にすることを検討でき

suggestions, asking for

る。

and giving directions.

他の人の意見に対し賛成/

Can agree and disagree

反対ができる。

with others.

Pre-

れている話題はおおよそ

っくりはっきりと議論さ
分かる。

Intermediate

柄について、簡単なや

pastimes and past
Can discuss what to do

準中級

日常生活での身近な事

questions about

提案したり、また提案に

身近な内容であって、ゆ

A2

Can ask and answer

例えば、人物、場所、仕

Can generally identify
the topic of discussion
around him/her when
it is conducted slowly
and clearly.
Can write about
everyday aspects of

事や学問など自分の周り

his/her

にある日々のいろいろな

environment, e.g.

事柄について、つながり

people, places, a job or

のある文を書くことがで

study

きる。

experience in linked
sentences.

りとりができる

Can identify the main
テレビのニュース番組の
要点が映像と実況説明が
ほぼ同じ場合に内容が理
解できる。

point of TV news items
reporting
events, accidents etc.
where the visual
supports the
Commentary
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何をしたいか、どこに行

Can compare and

きたいか、誰を選べばよ

contrast alternatives,

いか、またはどちらを選

discussing what

べばよいかなどを議論

to do, where to go, who

し、比較検討できる。

or which to choose, etc.

ほとんどの場合、苦労せ
ず他人が理解できる程度
の明確な議論が構築でき
る。

中級
Intermediate
B1

身近な話題についての会
話なら準備なしに参加で
きる。

自分が関心を持つ身近な

社会生活での身近な話

話題について、複雑でな

題について理解し、自

ができる。

分の気持ちとその理由
を簡単に説明できる

いが詳しく記述すること

Can develop an
argument well enough
to be followed
without difficulty
most of the time.
Can enter unprepared
into conversations on
familiar topics.
Can write
straightforward,
detailed descriptions
on a range of familiar
subjects within his/her
field of interest.

夢や希望、野心を述べる
ことができる。

Can describe dreams,
hopes and ambitions.

本や映画のあらすじを順

Can relate the plot of a

序だてて話し、かつ自分

book or film and

の考えを述べることがで

describe his/her

きる。

reactions.
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ニュースや視点を効果的に
書き表し、他人の書いたも
のにも関連づけることがで
きる。

騒がしい場所でも、たいて
いの話題について長い会話
に参加できる。

準上級
UpperIntermediate
B2
社会生活での幅広い
話題について自然に
会話ができ、明確か

標準語のドキュメンタリ
ー、インタビュー、トーク
ショー、演劇また映画の大
部分を理解できる。
たいていのテレビのニュー
スや時事問題の番組が理解
できる。

内容的にも言語的にも複雑
な講義、講演、報告、その
ほかの学問的／専門的なプ
レゼンテーションの要点が
理解できる。

つ詳細に自分の意見
を表現できる

幅の広い専門的な話題につ
いての情報や記事、レポー
トの内容やその重要度をす
ぐに判断し、詳細に読み解
く必要があるかを決めるこ
とができる。
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Can express news and
views effectively in
writing, and
relate to those of
others.
Can engage in
extended
conversation on
most general topics
in a clearly
participatory
fashion, even in a
noisy environment.
Can understand
documentaries, live
interviews, talk
shows, plays and the
majority of films in
standard dialect.
Can understand most
TV news and current
affairs
programmes.
Can follow the
essentials of lectures,
talks and reports
and other forms of
academic/profession
al presentation
which are
propositionally and
linguistically
complex.
Can quickly identify
the content and
relevance of news
items, articles and
reports on a wide
range of
professional topics,
deciding whether
closer study is
worthwhile.

抽象的かつ複雑で身近
でない話題でも、ディ
ベートに容易について
いくことができる。

Can easily keep up with the
debate, even on abstract,
complex unfamiliar topics.

グループ討議では第三 Can easily
者間の複雑な対話を容 contribute

follow
to

and

complex

易に理解し、抽象的で interactions between third
複雑でよく知らない話 parties in group discussion
題でもそこに加わるこ even on abstract, complex
unfamiliar topics.
とができる。
Can express him/herself

上級
Advanced
C1
広範で複雑な話題を
理解して、目的に合
った適切な言葉を使

ほとんど努力する必要 fluently and
がないくらい流暢に自 spontaneously,almost
然に言いたいことを表 effortlessly. Has a good
command of a broad
現できる。多種多様な
lexical repertoire allowing
語彙が使いこなせ、間
gaps to be readily overcome
接的な表現を使って即
with circumlocutions.
座に話の隙間を埋める
There is little obvious
ことができる。概念的
searching for expressions
に難しい話題であった
or avoidance strategies;
場合のみ、自然でスム only a conceptually
ーズな言葉の流れが邪 difficult subject can hinder
魔される。
a natural, smooth flow of

い、論理的な主張や
議論を組み立てるこ
とができる

language.
相当数の俗語や慣用表 Can follow films employing
現のある映画が理解で a considerable degree of
きる。

slang and idiomatic usage.

たいていの講義、議論、 Can follow most lectures,
ディベートが比較的容 discussions
易に理解できる。

and

debates

with relative ease.

幅広く慣用表現や口語 Can recognise a wide range
体表現が理解できる。 of idiomatic expressions
また言語使用域の移行 and colloquialisms,
を正しく認識できる。

appreciating register shifts.
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複雑な論題についての議

Can hold his/her own in

論で自己主張できる。ネ

formal discussion of

イティブスピーカーと比

complex issues, putting an

べても引けをとらず、明

articulate and persuasive

確で説得力のある議論が
できる。

上級+

ほぼすべての話題を

い方に慣れていれば、自

speaker , even on abstract

分の専門分野を超えた専

and complex topics of a

門的、抽象的かつ複雑な

specialist nature

話題でも、母語話者が言
ったことを理解できる。

adjust to a non-standard
Has a good command of

をかなり使いこなすこと

idiomatic expressions and

ができ、言葉の裏に隠さ

colloquialisms with

れた本意としているとこ

awareness of connotative

よって正確に細かいニュ

成して、ごく細かい

できる。表現しにくいと

確に修飾を加えることに
アンスまで伝えることが
ころを上手に回避して会

ご提供

given an opportunity to

慣用的な表現や口語表現

内容を論理的に再構

※マンツーマンレッスン

beyond his/her own field,

accent or dialect.

ろまで気付く。かなり的

できる

speakers.
Can understand any native

容易に理解し、その

ニュアンスまで表現

disadvantage to native

標準的でない話し方や言

Proficiency
C2

argument, at no

話を再構成でき、相手は
修正されたことにほとん

levels of meaning. Can
convey finer shades of
meaning precisely
by using, with reasonable
accuracy, a wide range of
modification devices. Can
backtrack and restructure
around a difficulty so
smoothly the interlocutor

ど気がつかない。

is hardly aware of it.

適切で印象的な文体と論

Can write clear, smoothly

理的な構成を用いて、明

flowing, complex texts in

瞭に調子よく、複雑な文

an

章を書くことができ、読

appropriate and effective

者には重要な点が分かる
ようになっている。

style and a logical
structure
which helps the reader to
find significant points.
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次のレベルが楽しみですね！
先生もスタッフもあなたの英語向上を応援します！

PHILLIP JAMES Co.，Ltd CEO pHILIP

Lee

ソクラテス哲学者
“I am not an Athenian or a Greek, but a citizen of the world."
だから英語を勉強する。
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