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General-A2 Lesson 23 – Lesson 50 
 日常英会話 初中級 レッスン２３－レッスン５０ 

■Making Suggestions 提案をする 

■Giving Advice 忠告をする 

■Making Requests 依頼する  

■Sharing Opinions  意見を共有する 

A2 Level 2 （提案や忠告や依頼をする。意見を共有する。）  
GCAT General 

・Your tutor is going to ask for suggestions about what to do on the weekend. 

Make some suggestions using, "Why don't you…" or "How about…". 
 （テスト担当講師が週末にすることについての提案を求めます。”Why don’t you～ か “How about～を用いて何か提案を 

してみましょう） 

・Your tutor is going to respond to your suggestions. Listen carefully and reply. 

Which suggestion does he or she agree with? 
 （テスト担当講師があなたの提案について応答します。よく聞いて返事をしてみましょう。どの提案にテスト担当講師は同意 

  しましたか？ 

・Your tutor is going to ask for advice about traveling to Japan. Give some advice 

using "had better". 
 （テスト担当講師が日本に旅行する際のアドバイスを求めます。”had better”を用いて何かアドバイスしてみましょう） 

・Your tutor is going to respond to your advice. Listen carefully and reply. 
 （テスト担当講師があなたのアドバイスに応答します。よく聞いて返事をしてみましょう） 

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

3 



Lesson 69 
Level B1 General English Talking About Imaginary Possibilites  

空想の可能性について話す GCAT General 
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A2 Level 2 （提案や忠告や依頼をする。意見を共有する。） 

5 SECTION 3(Limit: 10minutes) 
  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。） 

 

・Make the requests below more polite using,  “Would you mind～” or “Could 
you ～". 

 （以下の要望 （※日本語訳はありません）について、”Would you mind～” か “Could you～” を用いてより丁寧に 

  してみましょう） 
 

1. Give me that glass. 

2. Pass the salt. 

3. Open the window. 

4. Switch on the air conditioner. 

5. 【Extra Challenge】 How can I get to the train station ? 

 

【Extra Challenge】 Listen to your tutor's response and reply accordingly. 
  （テスト担当講師の応答を聞き、それに順じた返事をしてみましょう） 

（Hint！）Listen to whether or not your tutor accepts your request and reply 

accordingly. There is no exact answer. If your tutor agrees to your 

request then express your appreciation. If they refuse, then you can 

reply a variety of ways. 
 （【ヒント！】テスト担当講師があなたの要望を受け入れたか否かを聞き、それに順じた返事をしましょう。的確な解答は 

  ありません。テスト担当講師があなたの要望を受け入れたならば感謝の表現をしてみましょう。また拒否されたならば 

  いろいろな返答の方法が考えられます。 

SECTION 2 (Limit: 5minutes) 
  セクション２（５分以内） 
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Lesson 69 
Level B1 General English Talking About Imaginary Possibilites  

空想の可能性について話す GCAT General 
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A2 Level 2 （提案や忠告や依頼をする。意見を共有する。） 

6 

 

・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。） 

 

ADDITIONAL COMMENTS 
  追加コメント 

Steve:  Did you see on the news that Japan is thinking of making English  

            mandatory in all grades? 

 

Jun:      Yeah. They plan to start that next year.  I don't think it is a good idea. 

 

Steve:   I disagree with you. People can learn a language a lot faster when    

             they are young.  

 

Jun:      That's for sure but the problem is that most of the teachers cannot  

             speak English properly so I am worried about that. 

 

Steve:   Well, the schools will just need to hire teachers who speak English like  

             me! 

 

Jun:      I don't think so Steve. You are really good at computers but I think you  

             would be a bad teacher. 

 

Steve:   Really? Why? 

 

Jun:      Because you are always late for work. 

 

DIALOGUE 


