
TARGET SKILLS 
 技能目標 

SCOPE OF THE TEST 
 出題範囲 

1 

2 

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

3 
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General-B1 Lesson 26 – Lesson 51 
 日常英会話 中級 レッスン２６－レッスン５１ 

■Describing People  人について描写する 

■Describing Objects  事物について描写する 

■Asking for Information  情報について尋ねる 

■Clarifying Information  情報を分類する 

■Giving Travel Advice  （日本の）観光についてアドバイスする。 

B1 Level 2 （人や物について詳細に描写する。情報を分類する。） 

GCAT General 

・指定条件の人について、指定された語や品詞を用いてテスト担当講師に説明してみましょう。 

（事前準備可） ※日本語訳はありません 

1. your friend 

2. a coworker 

3. your favorite teacher from elementary school 

You need to use the following language (as__as, as if__, adjectives to describe 

personality and adverbs) 

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

4 

・ステップ１：指定条件の事物についてテスト担当講師に説明してみましょう。あなたの説明聞いたテスト
担当講師があなたが説明しているものは何かを当てます。ただしそのものの名称をいってはいけません。 

（事前準備可） ※日本語訳はありません 

1. a cork screw  

2. a sponge  

3. a plunger  

 

・ステップ２：次にテスト担当講師が何かについて説明します。テスト担当講師が説明しているものは何か
を当ててみましょう。 



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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B1 Level 2 （人や物について詳細に描写する。情報を分類する。） 

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

・あなたはTVを買おうとしています。以下の想定条件でテスト担当講師（販売員）と適当な応答を
してみましょう（事前準備可 枠内の条件は事前に読んでおくことをお薦めします） 
 ※日本語訳はありません 

 

・You want to buy a new TV. Your tutor is the sales clerk and has all the 

details about the latest brand.  

・You need to ask your tutor for more details using "Could you…". 

・Your tutor will give you some details about the TV. You need to clarify   

three bits of information that your tutor tells you. 

(Make sure to use phrases such as, "so what you are saying, can I 

confirm, let me…etc".) 

This is the new Sankei 9000 HD TV. It just came on the market last month. 

Enjoy the clarity of High Density TV, in a stunningly modern design. It offers amazing LCD image 

detail. You can call up a variety of menu options and preferences – right on the 54-inch screen . 

The hidden speakers ensure a sleek, clean look that fits in almost any surroundings. 

 

TV/Video 

• HD 1366 (H) x 768 (W) pixel resolution 

• Built-in digital tuner  

Audio 

• Hidden bottom speakers 

• True Surround Sound 

 

It is on sale now for just $450. If you buy it today you can also receive a portable DVD player that is 

great for long road trips with kids. This offer only last until Thursday. Only 6 left in stock. 

  

 



Lesson 69 
Level B1 General English Talking About Imaginary Possibilites  

空想の可能性について話す GCAT General  

7 ADDITIONAL COMMENTS 
  追加コメント 
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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。） 

 

 

B1 Level 2 （人や物について詳細に描写する。情報を分類する。） 

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

・テスト：テスト担当講師が日本観光に来ています。指定条件をもとにアドバイスをしてみましょう。
（事前準備可） ※日本語訳はありません 

 

Your tutor is going to ask you for some advice about visiting Japan. 

・ Give your tutor advice using, "in case" or "if" and "when", "in" and 

"while". 

Talk about cities to go to, places to visit, things to see, things to try, 

things to avoid etc. 


