
レベル／カリキュラム一覧表 （株）ハミングバード©

メソッド　木 幹（文の組み立て） 枝（文法） 花（表現） 実（意思） レベル内容 課題

テキスト名 「文の組み立て」 「言葉の枝づくり」 「文字から即興訓練」 「絵から即興訓練」 「表現力」 ネイティブ講師と実践

特長
ゼロからの文法説明 文法理解を会話の中で学習し、

どういうときに使うか理解
文字から瞬時に発声　語彙
強化

絵から瞬時に発声　語
彙強化

フィンランドメソッドをもとに、発想力、論理力、コ
ミュニケーション力をつける

品詞 自己紹介 挨拶の表現　人の名前 あくびの口「あ」 発想力：アイデアを生み出す訓練 自分のことを伝えよう

主語 天気　 天気　季節名 三角の口「あ」 　（キーワードから連想） 会話のコツ

動詞 自分の持ち物 名前 基本の口「あ」 発想＋瞬発　30秒の間でいくつ言える？ 　　天気の話、ほめる　気遣う

名詞 動物園 状態を表す形容詞 下降の音 「自分」を知ろう　よいところ、ウリ 仕事について

冠詞 食べ物 身近なもの まっすぐの音 自分についてのマップ 週末について

現在形 家族紹介 場所を表す前置詞 組み合わせの音 マップを使って自分のことを伝えよう 休日について

進行形 体の部分 人の表現 くちぶえの音 マップを使ってまとめてみよう 家族を紹介してみよう

命令文 私の欲しいもの SVO 破裂音、鼻音 天気の話題を広げよう 好きな食べ物を伝えてみよう

どんな仕事があるの？ SVC ねずみの口 疲れているなど感情の原因を述べてみよう

街には何がある？ 進行形 歯をあわせる 休日の過ごし方を伝えてみよう

物語を聞こう 息の音

音を聞いて動作しよう

過去形 自己紹介＋こんにちは 気遣う Lの音 母音フォーカス 質問されたことに答えてみよう

助動詞 今日の天気は？ 病気の表現 Rの音 　　　　A→Bで問答トレーニング 作った物語を発表してみよう

不定詞 何をしているの？ 毎日の動作表現 動物 良い質問と悪い質問 日常生活

動名詞 レジャー　海　山 職業 オフィスにある物 衣類　食事 Closed-Open question 家のこと

否定文と疑問文 好きな食べ物 家族 職業 会話の広げ方、ふくらませかた 故郷について

疑問詞 家族について 物の表現 動物 他愛ない会話から次へ 出身について

前置詞 お腹がすいた 感情の表現 感情 相手の言葉に関心を持つ（echoing,probing) 将来について

副詞 何が欲しい？ 毎日使うひとこと 季節 再話力をつけよう 相手について聞く

代名詞 あなたの仕事は？ 家の中にある物 体の部分 質問、返事の技術を身につけよう 再話力

感嘆文 困っている人がいたら 街にある物 食べ物 感想を述べてみよう

SVOO 気持ちを込めて読もう 学校 前置詞１

SVOC 劇をしよう 文の組み立て項目の文 スポーツ

完了形 自己紹介 日本料理 動詞１ 子音フォーカス　A→Bで問答トレーニング 要約力　　話の要点をまとめる

分詞 天気予報 国名、都市名、言語名 形容詞１ 論理的　筋が通っている意見を言おう 自分の得意なこと

関係詞 忘れ物／遅刻をしたら 年中行事 前置詞１ Ask for details 将来について

受動態 映画館に行く 過去形、助動詞 日常生活 paraphrasing スポーツについて話す

接続詞 なぜ好きなの？ 不定詞、動名詞 健康 絵が描けるように描写 学校や会社でのできごと

仮定法 電話に出てみよう 疑問詞 前置詞２ 食べ物の描写 日本の行事について伝えよう

比較 おなかが痛い 前置詞 家の中のもの 尊敬する人について述べてみよう 誕生日について

無生物主語 お店に行ってみよう 副詞　　代名詞　感嘆文 旅行 未来の話をしてみよう 電話

否定 なりたい仕事 SVOO　SVOC 時間 自己アピールしよう 招待する

時制の一致 ゴミはどこにいくの？

話法 物語を作ってみよう

強調　倒置 作った物語を発表してみよう

毎日のあいさつ 完了形 動詞２ LR　フォーカス　A→Bで問答トレーニング 実況リポート

世界の気候 分詞 形容詞２ 描写のしかた 伝達力

放課後／仕事帰り 関係詞 前置詞２ 物や人の描写 寺、神社 温泉 風呂 銭湯

旅行の準備 受動態 人の描写 順序立てて伝える 祭り 出店 盆踊り

世界の食べ物 接続詞 物の描写 意見の伝え方 秋葉原 原宿

留守番中に 仮定法 通信 新幹線、マスク、クリスマス

体育の授業 比較 趣味 伝統スポーツ

買い物リストを作る 無生物主語 メディア 学校 受験 就職活動

身近な人の職業を紹介 否定 交通機関

自分の街の地図を作ろう 時制の一致　話法

手紙を書いてみよう 強調　倒置

書いた手紙を朗読する

久しぶりのあいさつ お中元とお歳暮 動詞３ 速読 地域・社会の課題

気候と生活様式（日本） お金を送る習慣 形容詞３ 説得力　わかりやすい話し方 環境問題

学校を新入生に案内しよう オタク 前置詞３ 地域・社会の課題 お中元とお歳暮

旅行の計画 漫画 環境問題 お金を送る習慣

家庭科の調理実習 囲碁　　将棋 お中元とお歳暮 オタク　漫画、囲碁　　将棋

連絡網を回す 温泉 お金を送る習慣 住居

病院に行く 京都 オタク　漫画、囲碁　　将棋 観光名所

どのお店で買ったらいいかな？環境 住居 世界の環境

職業レポート あいづち 観光名所 ゴミの捨て方 家

道案内 質問 世界の環境

日本と世界の行事を調べる ゴミの捨て方 家

自分の言葉で言い直す 健康、病院、健康グッズ

気候と生活様式（日本）

別れのあいさつ あいさつ 動詞４ 日本を紹介しよう 日本の行事について伝えよう

気候と生活様式（世界） 気候と生活様式（世界） 形容詞４ AとBどっちが好き 文化について伝えよう

面接の練習をしよう　part1 日本の環境 前置詞４ 批判的思考力 AとBどっちが好き

旅行の思い出 日本の文化 お酒もタバコもよくない？ 祝日

レストランで注文 伝統文化 伝統文化

飼い犬がいなくなった！ 反応 レストランで

スポーツ観戦に行く 意見 旅行の思い出

お店のコマーシャル作り 理由

どうしてゴハンが食べられるの？ 仮定

新聞を作ろう 主張

日本の文化 結論

話をまとめる

場面によるあいさつ オリンピック 世界の食事 洋書、時事、多読して意見交換 AとBどっちが好きフリートーク

日本の環境 環境 買い物 表現力 実況レポート

学校の行事 行事 交通機関 キーワードを使った作文 世界の文化について

休みの過ごし方 あいづち 国旗 マップを使って作文 仮定の話をしてみよう

世界の食事スタイル 感想 絵をみて思ったことを文にする オリンピックについて

家事を分担しよう サポート 世界の食事について

オリンピック 一般論 日本の環境について

買い物いろいろ 比較

自分が○○の仕事をしていたら 目的

タクシー・バス・電車に乗る

世界の文化を知る

実況リポート

あいさつのニュアンス あいさつ 上級向け語彙 ディスカッション 世界の環境について

世界の環境 賛成 分析力 世界の学校について

世界の学校 反対 データーから読み取る 世界の休日について

日本の休日と世界の休日 説得 コミュニケーション力 食べものについて

食べ物の輸入・輸出 証拠 説明力 健康について

家計を助けよう ポジション 目的地までの道のり もし、経営者になったら

体にいいこと、悪いこと 批判 政治家になった

文化祭の予算運営 解決 歴史

政治家になって演説してみよう スピーチ

空港で/駅で/ホテルで

日本の歴史・世界の歴史

スピーチ

仕事でのあいさつ 同意の程度 上級向け語彙 ディベート 仕事について

環境問題 説明 famous or anonymous? 環境について

面接の練習をしよう　 メッセージの結合 Time or money? 時事について

日本の祭りと世界の祭り 時を表す付加語 Early bird or Night owl? 世界について

食糧問題 様態を表す付加語 Left brain person or right brain person? 映画について

家族をめぐる課題 後置修飾語句 Fiction or non fiction ディベート

健康、病院、健康グッズ 他動詞性 プレゼン

貿易 法助動詞

職業問題

地域・社会の課題

外国の映画を見てみよう

プレゼンテーション

レベル６

自分の意志や考えはほぼ誤解さ
れることなく伝えられるが、相手を
説得したり、状況を描写または説
明して伝えたりするのは苦手。

対策：相手に伝わりやすく話すと
き、話の内容を組み立てる順序や
表現のしかたを知り、実際に声に
出して説明や描写の練習をする。

課題：文化的な理解がやや不足し
ており、時には相手に不快感を与
えかねない言葉の選択をしてしま

うこともある。
対策：教材として生の英語（CNN、

映画、インタビューなど）を使っ
て、政治、経済、文化などに対す

る理解を深め、自分の意見を適切
に述べる表現や知識を身につけ

る。

レベル５

文法　中級１

文法　中級２

文法　マスター

文法　上級　２

文法　上級１

言葉そのものだけでコミュニケー
ションしていて、その他の要素が
あまり使えていない。言葉を発す
る声のトーン、表情、ボディーラン
ゲージなども有効に使いながら、
言葉意外の表現力も身につけよ

う。

レベル1

レベル2

レベル３

言葉による細かいニュアンスの違
いは意識できず、自分の本当に
考えていること、言葉が的確に一

致していないこともある。
対策：言葉のより細かいニュアン
スを知り、自分の意志や考えをよ
り適切に伝えられる表現力を身に

つける。

1つの話題を広げ、会話を長く続
けるのはやや苦手。

対策：1つの話題を深く掘り下げた
り、そこから新しい話題を導いたり

する話し方を身につける。

文章の基本的な語順を理解し、頭
の中で簡単な文章を組み立てなが

ら話すことができる。
・日常生活でよく使う単語や表現

が、迷わず口頭で出てくる。

・一問一答形式の簡単な質問であ
れば、ほぼ即答できる。

レベル４

自分で話題を見つけたり、1つの話
題を広げながら話すことができる

一問一答の会話ではなく、相手の話
により関心を持ってさまざまな質問
をしたり、自分の話に対する意見を
聞いたりして話を発展させることが

できる。

決まった場面での日常会話は、ほ
ぼ対応でき、意思疎通ができる

日常で想定できる場面での会話で
あれば、急にふられた話題にもほと

んど問題なく対応できる。

文法　初級　

葉（語彙）

決まったパターンでのやりとりでし
か対応ができない。まずは簡単な
文章から、場面に応じて頭の中で

作りながら話す練習をしよう。

頭の中で文章を作ってから話す
ので、口に出すまでやや時間が

かかり、即答が苦手。文章を最後
まで組み立ててから口に出すので
はなく、意味のかたまり（チャンク）
ごとにすばやく言う練習をしよう。

日常的なことについて、自分の意見
や考えを伝えることができる

やや複雑な構文なども使って、会話
の流れがあまり途切れることなく自
分の考えを口に出すことができる。
・必要であれば2文以上で説明した
り、関係詞などを使いながら、自分
の考えを補足したり言い換えたりで

きる。

予め準備していないと、場面や状
況よっては日常的な会話の中でも
まだ言葉につまることがある。より
さまざまな場面や状況において、
自分の考えや意見が言えるように
練習しよう。「相手がどのような質
問なら答えやすいか」「どのような
返事をしたら好感をもたれ、次の
話に広がるか」などを考える視点
と、その場合の表現をみにつける

時間がかかることもあるが、簡単な
内容であれば文の形で相手に伝え
ることができる、覚えている表現を

思い出しながら話すことが多い

レベル７
論理的な話の展開ができ論理的な

話の展開ができる
相手に伝わりやすいように話す順序
を工夫したり、結論と理由を効果的
に述べるスキルを身につけている。

る

日本のことが説明でき、状況に応じ
て、言葉のニュアンスを選んで話す

ことができる
言葉の細かいニュアンスを理解して
おり、自分の言いたいことをより的

確に表す表現を使って話すことがで
きる。

いろいろな視点で考える表現力が
みにつき、コミュニケーションがとれ

る

レベル９
堂々と自信を持ち、豊かな表現で自

然に話すことができる
言葉だけでなく、表情やボディーラ
ンゲージなどを使って豊かに生き生

きと話すことができる。

レベル８


