GCAT General

A2 Level 3

（人や物について描写する）

OF THE TEST
1 SCOPE
出題範囲
General-A2 Lesson 51 – Lesson 80
日常英会話 初中級 レッスン５１－レッスン８０

SKILLS
2 TARGET
技能目標
■Talking About The Past 過去のことについて話す
■Describing People and Things in Detail 人や事物について詳細に描写する

1 (Limit: 5 minutes)
3 SECTION
セクション１（５分以内）
・Interview your tutor about a holiday using the questions below.
（以下の質問を用いて、テスト担当講師にインタビューをしてみましょう）

1.
2.
3.

最後の休暇はいつでしたか？
その休暇の間に何をしていましたか？
（上記２で答えた内容について）それはどんなでしたか？（Howを用いて）

・Now your tutor is going to ask you the same questions.
（次に、テスト担当講師が同じ質問をします。回答してみましょう）

1.
2.
3.

最後の休暇はいつでしたか？
その休暇の間に何をしていましたか？
（上記２で答えた内容について）それはどんなでしたか？（Howを用いて）
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Talking About Imaginary Possibilites
空想の可能性について話す

（人や物について描写する）

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

・Tell your tutor about the following habits or customs that you have continued to do.
（あなたが継続して行っている習慣や習癖について、下記の条件の文でテスト担当講師にいってみましょう）

1.
現在完了形を用いて、ｘｘ年～をしています。または ｘｘ以来～をしています。という文。
2.
問題１で作った文について、少なくとも２つ以上の詳細説明を続けてみてください。
（例）問題１で「私は3年間水泳をしています」とした場合、「スイミングクラブに属しています」、
「そのクラブは（～場所）にあります」、「そのクラブは～で有名です」などの詳細情報。
※事前に文を作っておいても構いません。

・Based on your answer, your tutor will ask you one question. Be sure to answer in as much
detail as you can.
（あなたの回答に基づき、テスト担当講師から１つ質問をします。できるだけ詳細に回答してみましょう）

5 SECTION 3 (Limit: 10 minutes)
セクション３（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
Chris: Has anyone seen Dave?
Mike: Who is that?
Chris: Oh, you know him. He is the guy that went to Honduras for a year to help build
houses.
Mike: Right. Rose, who is my cousin, lives near him.

Chris: Is she the one whose house we went to last year for the BBQ party?
Mike: Nah, that is my cousin, Jane , who just bought the new house in London.
Chris: Oh, that's right. Now I remember. Rose is the one who you tried to introduce me
to at the Christmas party.
Mike. Yes, that's her. I thought you two would be good together. What happened? Didn't
you like her?
Chris: She is beautiful and really nice but she ended up dating Dave!

COMMENTS
6 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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