
College and Business Course 

無料体験レッスン用教材	 GCC（第１,２回レッスン）	 

 
-	 日本語	 →	 英語訳を繰返し音読してください。レッスンでは講師が日

本語文を表示しますので、それを英語訳していただきます。	 

※レッスンまでに英訳を暗記する必要は全くありません。暗記ではなく、

レッスンの中で、繰返し音読して自然に身につけることを目指します。	 

	 

-	 全２回の無料体験レッスンでレベル判定をした後、正式に教材のご紹

介を致します。	 

-	 体験レッスン後は、「中学英語で言いたいことが24時間話せる」「話す

ための英文法」といった教材を使いレッスンを行います。	 

	 

-	 実践での様々な場面で応用の効いた英会話力を発揮するには、文法を

知識としてではなく、身体に染込ませる訓練が必要になるためです。	 

-	 よくあるスキット英会話（「挨拶の仕方」「空港で」「ショッピングで」

といった場面別によく使うセンテンスを講師と一緒にロールプレイ

ング方式で覚える）では、決して応用力は身につきません。	 

-	 当塾のGCC（Grammar	 Composition	 &	 Communication）トレーニングで

は、英文法を知識としてではなく、使いこなすためのレッスンを行い

ます。	 



＜第１回無料体験レッスン範囲＞	 

 

Do,	 Does	 の疑問文	 /	 疑問詞を使った疑問文  

 

1 あなたは毎晩お風呂に入りますか。 

2 彼は歩いて事務所に行くのですか。 

3 あなたの子供は毎朝どこで電車を乗り換えますか。 

4 あなたのおばあさんは何が好きですか。 

5 彼女はいつ彼らに会いますか。 

6 彼はいつ私の家に立ち寄りますか。 

7 あなたはなぜあの会社の秘密を知っているのですか。 

 

1 Do you take a bath every night? 

2 Does he go to office on foot? 

3 Where does your kid change trains every morning? 

4 What does your grandmother like? 

5 When does she see them? 

6 When does he drop in at my house? 

7 Why do you know that company's secret? 

 

 



Be動詞を使った否定文  

8 私の母は病気ではありません。元気です。 

9 彼は以前は社交的ではありませんでした。 

10 彼は以前は気前がよくありませんでした。 

11 彼女は全くけちではありません。 

 

8 My mother's not ill.  She is fine. 

9 He wasn’t sociable. 

10 He wasn’t generous. 

11 She's not stingy at all. 

 

 

動詞の繰返しを避けるdo 

12 彼女は私より流暢に英語を話します。 

13 ジェーンは彼より２０分早くここに来た。 

14 ジェーンは私より１時間遅く起きた。 

 

12 She speaks English better than I do. 

13 Jane got here twenty minutes earlier than he did. 

14 Jane got up one hour later than I did. 

 

 



命令文  

15 彼らのよい見本になりなさい。 

 

15 Be a good example to them. 

 

 

名詞の繰返しを避ける代名詞  

16 私は財布をなくしたので、買わなければなりません。 

17 もしカバンが必要なら、あなたにお貸ししましょう。 

 

16 I lost my wallet, so I have to buy one. 

17 If you need a bag, I'll lend you one. 

 

 

Likeの用法  

18 セブはどのようなところですか。 

19 彼はどのような人ですか。 

 

18 What is Cebu like? 

19 What is he like? 

 

 



There is,  There are 構文  

20 フィリピンには約７千の島があります。 

21 オフィスに誰かいますか。 

22 あなたの学校には何人の生徒がいますか。 

23 あなたの会社には何人の社員がいますか。 

 

20 There're about seven thousand islands in the Philippines. 

21 Is there somebody in the office? 

22 How many students are there in your school? 

23 How many employees are there in your company? 

 

 

Howの用法  

24 彼女の会社はどれくらい大きいのですか。 

25 どのくらいあなたはレストランで時間をつぶしていましたか。 

26 どのくらいあなたは英語を練習しましたか。 

 

24 How big is her company? 

25 How long did you kill time in a restaurant? 

26 How long did you practice English? 

 

 



助動詞  have to の用法  

27 彼は毎週日曜日会社へ行かなければなりません。 

28 あなたは毎朝英語の勉強をしなければなりません。 

29 あなたはまた彼女たちに謝る必要はありません。 

30 あなたは彼女のコメントに神経質になる必要はありません。 

 

27 He has to go to work every Sunday. 

28 You have to study English every morning. 

29 You don’t have to apologize to them again. 

30 You don't have to be sensitive to her comment. 



＜第２回無料体験レッスン範囲＞	 

助動詞	 might	 の用法  

 

1 彼女は金持ちなのかもしれない。 

2 彼は嘘つきなのかもしれない。 

3 誰か家まで送ってくれない？ 

4 駅に６時に車で迎えにきていただけますか？ 

 

1 She might be rich. 

2 He might be a liar. 

3 Can somebody drive me home? 

4 Would you pick me up at station at 6:00? 

 

anything の用法  

5 彼は昨晩何か食べましたか？ 

6 彼女は誕生日に彼から何かもらったのですか？ 

7 あなたは私の両親について何か知っていますか？ 

 

5 Did he eat anything last night? 

6 Did she get anything from him for her birthday? 

7 Do you know anything about my parents? 



no one, nothing, anybody… の用法  

8 誰も私の上司に同意する人はいません。 

9 彼は誰とでもデートする。 

 

8 No one agrees with my boss. 

9 He goes out with anybody. 

 

 

不定詞  

10 あなたは彼女のパーティーに行くと約束したのですか？ 

11 あなたは車を売ることを決めたのですか？ 

12 私は彼に甘いものをやめるように励ました。 

13 私は娘に最善を尽くしてもらいたかった。 

14 私は結婚式に着ていくものが何もないんです。 

15 私は彼と別れる理由はありません。 

 

10 Did you promise to go her party? 

11 Did you decide to sell your car? 

12 I encouraged him to stop eating sweets. 

13 I wanted my daughter to do her best. 

14 I have nothing to wear for the wedding. 

15 I have no reason to break up with him. 



受身  

17 郵便は２日以内で届くのですか？ 

18 車の窓はハンマーで壊されたのですか？ 

 

17 Is mail delivered within two days? 

18 Was the car window broken with the hammer? 

 

 

名詞節  

19 私は彼女がこのプレゼントを好きかどうか分かりません。 

20 私は彼がパーティーに来るかどうか確信がありません。 

21 あなたは駅から病院まで徒歩でどのくらいかかるのか知って

いますか？ 

 

19 I don't know whether she likes this present or not. 

20 I'm not sure whether he'll come to the party or not. 

21 Do you know how long it takes on foot from the station to the 

hospital. 

 

 

形容詞節  

22 私は他人のあら探しをする人が嫌いです。 



23 彼女に会ってもらいたい魅力的な男性がいるんです。 

24 5時までに訪ねなければならない人がいるんです。 

 

22 I don't like people who find fault with others. 

23 There's an attractive guy (whom) I'd like her to meet. 

24 There's somebody (whom) I have to visit by 5:00. 

 

 

副詞節  

25 部屋をきれいにした後で私は夕食を準備します。 

26 借金をきれいにした後であなたにいくらかお金を貸します。 

 

25 After I clean up my room, I'm going to prepare dinner. 

26 After I pay my debts, I'll lend you some money. 

 

 



現在完了  

27 彼の両親はその時から彼のことを心配しています。 

28 彼はそのときからがっかりしています。 

29 彼はあの会社で１０年間働いています。 

30 彼女は５年間社長を勤めています。 

 

27 His parents have been worried about him since then. 

28 He's been discouraged since then. 

29 He's been working for that company for 10 years. 

30 She's been a president for the past five years. 

 


