
1 

2 

3 

4 

Copyright (C) 2012 Sankei Human Learning Co., Ltd.  

General-A1 Lesson 26 – Lesson 51 
 日常英会話 初級レッスン２６－５１ 

■Describing the Situation     状況を描写する 

■Talking about Daily Routine    日課について話す   

■Asking To Leave a Telephone Message   電話で伝言を残すことを頼む   

■Asking Someone To Do Something   誰かに何かすることを頼む 

■Making a Suggestion   提案や忠告をする 

A1 Level 2 （簡単な依頼や提案や忠告をする） 
GCAT General 

・Talk about where you are by describing 3 things about the room as shown in 

the example below. 

（Ex：which room you are in、XXXX is on the desk, there is xxxx in the room） 
 （下記の例に示されているような部屋にある３つのものについて描写することで、あなたがどこにいるかについて話してみましょう。 

  ＜例：どこの部屋にいて、そこのデスクの上にはXXXXがあり、部屋の中にｘｘｘｘがあります＞) 

・Based on your answer, your tutor will ask you one question. Be sure to answer 

in as much detail as you can. 
  （1問目の解答に基づき、テスト担当講師が何かひとつ質問をします。この質問にできるだけ詳細に解答してみましょう。） 

 

・Tell your tutor about your daily routine . Be sure to including the following: 
 （テスト担当講師にあなたの日課について話してみましょう。その際には以下の項目を含んでください） 

 1. the time you wake up in the morning using "always or often“ 
      （”always” か”often”を用いて、あなたが朝に起床する時間について） 

 2. how you commute to work or school ／ what you do after having breakfast 
   （会社や学校への通勤手段について／朝食後に何をしているかについて） 

 3. what you do at work ／what you learn at school／what you do during the day 
   （仕事は何をしていますか／学校では何を学んでいますか／日中は何をしていますか） 

 4. what you do after you return home／what you do at night 
      （帰宅後は何をしますか／夜はなにをしますか） 

 5. the time you go to sleep using "usually or sometimes"  
  （”usually”か”sometimes”を用いてあなたが寝る時間について） 

・Based on your answer, your tutor will ask you one question. Be sure to answer 

in as much detail as you can. 
 （あなたの解答に基づき、テスト担当講師がひとつ質問をします。できるだけ詳細に答えてみましょう。） 

SCOPE OF THE TEST 
 出題範囲 

TARGET SKILLS 
 技能目標 

SECTION 1 (Limit: 5 minutes) 
  セクション１（５分以内） 

SECTION 2 (Limit: 5 minutes) 
  セクション２（５分以内） 
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・Role play the following telephone situations with your tutor. 
 （テスト担当講師と以下の電話についての状況をロールプレイをしていましょう） 

1. Call your tutor's house and ask to speak to Mel. 
   （テスト担当講師の家に電話をかけ、メルを呼び出すことをお願いしてみましょう） 

 

2. Your tutor will tell you that Mel is not there. Ask to leave a message 

starting with "Can I～” 
 （テスト担当講師はメルが不在であるといいます。Can I  ～始まる文で伝言を残せるか尋ねてみましょう） 

 

3. 【Challenge Question】After your tutor answers "Ok", try to make a 

message using the following details. 
 （【チャレンジ問題】 テスト担当講師が伝言を残すことについてOKと答えたあとで、以下の詳細内容を入れた 

  伝言をしてみましょう） 

Example： ask your tutor to tell Mel that you called, ask your tutor to tell 

Mel that tomorrow you will be waiting at xxxx(place) at xxxx(time) 
 （詳細内容： 私（受験者の名前）がメルに電話をしたこと。 明日のXXXX時（時間）にXXXX（具体的な場所など）で 

  待っているといること。の2点をメルに伝言してほしい旨をテスト担当講師に依頼しましょう） 
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・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。） 

A1 Level 2 （簡単な依頼や提案や忠告をする） 
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1. Ask your tutor a question using" Could you～or Would you～.“ 
   （Could you ～、または、Would  you～を用いてテスト担当講師に何かを依頼してみましょう） 

 

2. Make a suggest using "How about～ or Why don't you～.“ 
 （How about～、または、Why don’t you～を用いてテスト担当講師に何かを提案してみましょう）  
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SECTION 3 (Limit: 5 minutes) 
  セクション３（５分以内） 

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

ADDITIONAL COMMENTS 
  追加コメント 


