GCAT General

B1 Level 1

（近況、過去、将来のことについて話す）

OF THE TEST
1 SCOPE
出題範囲
General-B1 Lesson 1 – Lesson 25
日常英会話 中級 レッスン１－レッスン２５

2 TARGET SKILLS
技能目標

■Talking About Current Situation （最近の状況について話す）
■Talking About Past Actions/Habits （過去の行動や習慣について話す）
■Talking About Future Actions （将来の行動について話す）
■Expressing An Opinion and Giving Advice （意見を表明し、アドバイスをする）
■Using Hesitating and Thinking Sounds （躊躇いや考え中の擬音を使う）

1 (Limit: 5 minutes)
3 SECTION
セクション１（５分以内）
・ステップ１：以下条件を満たす自己紹介をしてみましょう。（事前準備可）。※日本語訳はありません

・Introduce yourself to your tutor and be sure to include the following details:
-Talk about your current situation using, "I am ___ing." etc.
-Be sure to give as much detail as you can.
・ステップ２：テスト担当講師が自己紹介をします。これを踏まえ講師に質問してみましょう。
※日本語訳はありません

・Your tutor is going to introduce themselves and give as many details as they can about
their current situation. Listen very carefully and make notes.
-You are going to summarize what your tutor tells you.
・ステップ３：以下について答えてみましょう。※日本語訳はありません

・Tell your tutor about how your life has changed using, "used to".

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

・テスト： テスト担当講師と以下条件を満たすやりとりをしてみましょう。（事前準備可）。
※日本語訳はありません

・Tell your tutor about a <funny, scary, or shocking> story.
Be sure to use "when" and "while" to tell the story.
Your tutor will ask you some questions about your story to listen carefully and reply
appropriately.
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5

Talking About Imaginary Possibilites
空想の可能性について話す

（近況、過去、将来のことについて話す）

SECTION 3 (Limit: 5 minutes)
セクション３（５分以内）

・テスト１：以下条件でテスト担当講師にあなたの予定を話してみましょう。（事前準備可）。
※日本語訳はありません

・Tell your tutor about your future plans for:
1. tomorrow
2. this weekend
3. next week
4. next month
Use language such as I am ～ing tomorrow.
・テスト２：以下条件でテスト担当講師にあなたのやり遂げたいことを話してみましょう。
（事前準備可）。※日本語訳はありません

・Now tell your tutor what you will have accomplished by:
1. the day after tomorrow
2. the following weekend
3. in two weeks time
4. in two months.

4 (Limit: 5 minutes)
6 SECTION
セクション４（５分以内）
・テスト：テスト担当講師の話を聞き、以下の問題の求めを満たす応答をしてみましょう。
※日本語訳はありません

・Your tutor is going to tell you about a situation they have. Listen very carefully.
・You need to give your tutor some advice. Use language such as, "it is good to…."
Your tutor will be checking to make sure that you are using English hesitating and
thinking sounds.

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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