GCAT General

A2 Level 1

（カジュアルトークをする。未来のことを話す。）

OF THE TEST
1 SCOPE
出題範囲
General-A2 Lesson 1 – Lesson 22
日常英会話 初中級 レッスン１－レッスン２２

SKILLS
2 TARGET
技能目標
■Making Greetings and Small Talk （挨拶とスモールトークを交わす）
■Talking About Daily Routine and Interests （日課や興味あることについて話す）
■Talking About Future Plans （未来の予定について話す）

3 SECTION 1 (Limit: 1minutes)
セクション１（１分以内）

・Practice a casual greeting that you would use for a friend with your tutor.
（友達通しで交わすようなカジュアルな挨拶をテスト担当講師にしてみましょう）

・Tell your tutor about something that has happened to you recently after he or
she asks “What's new?”
（ついでテスト担当講師から「What‘s new ?」という質問をしますので、何か最近あったことを話してみましょう）
（※Do not answer with "Not much". Talk about where you have gone or done. It can be a simple answer.)
（※Not much などの応答はNGです。何かをした、とか、どこかに行ったとか、軽い話題を話してみましょう）

・Be sure to reply to whatever response your tutor makes.
（テスト担当講師が何らかの返答をしますので、これに応答してみましょう）

4 SECTION 2 (Limit: 5 minutes)
セクション２（５分以内）

・Ask your tutor one of the following questions and take notes. （The tutor will tell
you specific details about their likes.）
（テスト担当講師に１つ以下の質問をしてメモをとりましょう＜テスト担当講師は詳細に回答をします＞）。

①どんなスポーツが好きですか？
②どんな種類の音楽が好きですか？
③どんな種類の映画を見ますか？
・Based on the notes you took of what your tutor said, share your opinion.
（テスト担当講師が答えた内容のメモに基づき、意見交換をしてみましょう）

（Example： I also××on the weekend. I like××too. I like××the best. I
like××. Recently, I watched ××.)
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Talking About Imaginary Possibilites
空想の可能性について話す

3 (Limit: 5 minutes)
5 SECTION
セクション３（５分以内）
・Your tutor will ask you, “What do you like to do in your free time?” Be sure to
answer in detail.
（テスト担当講師から“What do you like to do in your free time?“ ど尋ねます。できるだけ詳細に回答してみましょう）

・Based on your answer, your tutor will ask you questions. Be sure to respond to
your tutor's questions in detail.
（上記問いに対するあなたの回答に基づき、テスト担当講師が何かを質問します。できるだけ詳細に回答してみましょう）

6 SECTION 4 (Limit: 10 minutes)
セクション４（１０分以内）

・You are going to read the following dialogue with your tutor. (You can practice it in
advance.)
（テスト担当講師と次ページのダイアログを読みましょう＜事前に練習可です＞）

・Your tutor will read each section line by line. Do your best to try and copy your
tutor's pronunciation and intonation.
（まずはテスト担当講師が一文ごとに読みますので、できる限り発音やイントネーションを真似てみましょう）

・You will then read the dialogue out loud by yourself.
（次いで、あなた自身でダイアログをできるだけ大きな声で読んでみましょう）

・You and your tutor will role play the dialogue 2 times.
（次いで、テスト担当講師とダイアログのロールプレイを2回実施しましょう）

・Your tutor is going to ask you a question about the dialogue. Please answer it with
a full sentence.
（次いで、テスト担当講師がダイアログについて何か質問します。この質問に文にして（単語だけでなく）解答してみましょう。）
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DIALOGUE
Jane: Hi, Mika. How are you doing?
Mika: Fine, Jane. And you?
Jane: Not bad. Hey listen, what are you doing tomorrow night?
Mika: I have no plans. What's up?
Jane: Well, it all depends on the weather but a group of us are thinking
about going to see the concert at Beaver Lake. Do you want to
come?
Mika: I would love to. Who is going?
Jane: Well, Kate, Nancy, Richard, Liz, Yuka, Jun and John.
Mika: That is a lot of people. It'll be fun. But how are you getting there?
Jane: Kate, Nancy, Liz and Richard will go in Jun's car. John is going to
drive Yuka and me. I can ask him to pick you up on the way.
Mika: I'd appreciate that. I am looking forward to it.

COMMENTS
7 ADDITIONAL
追加コメント
・Your tutor will give you advice within the remaining time.
（テストの残り時間でテスト担当講師からアドバイスをします。）

・You will receive more detailed advice in the lesson review.
（24時間以内に、より詳細アドバイスを（個人ページの）レッスンレビューにて受取れます。）
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