
High School 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、「英文法レベル別問題集」シリーズを中心にレッ

スンを行います。	 

	 

-	 実践における様々な場面で応用の効いた英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ります。	 

-	 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。	 



＜Day1:	 第１回無料体験レッスン範囲＞	 

 

動詞・時制  

1 あなたはセブにいったことがありますか？ 

 ええ、こどもの頃に行きました。" 

2 旅行者は電話がなった時寝ていた。 

3 あの料理は、においは良いが味は酸っぱい。 

4 天気がとても良いので犬を散歩に連れて行く。 

5 私は夫が家を出て行くたびに、いつも夫のことが心配になる。 

 

1 Have you ever been to Cebu?   

Yes, I went there when I was a kid. 

2 The tourist was sleeping when the phone rang. 

3 That food smells good, but it tastes sour. 

4 The weather is beautiful so I'll take a walk with my dog. 

5 I always get worried about what would happen to my husband 

when he leaves the house. 

 



助動詞  

6 みんな彼女を知っている。彼女は有名に違いない。 

7 授業の後に彼女に会う必要がありますか。 

 いいえありません。 

8 私の兄はデザイナーになりたいと思っています。 

9 彼らは私の両親に会いたがっている。 

10 母は私の弟を調べた方が良い。 

 

6 Everybody knows her.  She must be popular. 

7 Do I have to see her after the class? 

 No, you don't. 

8 My brother would like to be a designer. 

9 They would like to meet my parents. 

10 Mom had better check on my younger brother. 

 

 

代名詞  

11 みんなの態度はとても良いが、あなたの態度はとても悪そうに

みえる。 

12 私の友人のトニーは私とパーティーに向かっているところだ。 

13 ジャックと私は友達です。	 私達はベストフレンドです。 



14 私は今日の午後晴れることを望みます。 

15 この本は図書館のより重い。 

 

11 Everyone's attitude is really good, but yours seems very rude. 

12 Tony, a friend of mine, is coming with me to the party. 

13 Jack and I are friends.  We are best friends. 

14 I hope it would be sunny this afternoon. 

15 This book is heavier than the one in the library. 

 

 

受動態  

16 フィリピンでは英語を話しているのですか。 

はい。そこでは英語が話されています。 

17 これらの遺跡は古い教会からとられたものだ。 

18 私は朝走っているときに警察に話しかけられた。 

19 庭の植物は年老いた男によって世話をされた。 

20 窓を開けっ放しにしてはいけない。 

 

16 Do they speak English in Philippines? 

Yes.  It's spoken there. 

17 Those relics were taken from the old chapel. 

18 I was spoken to by a police while I was jogging this morning. 



19 Garden plants were taken care of the old man. 

20 The windows shouldn't be left open. 

 

 

比較  

21 アナはクラスのどの生徒よりも賢い。 

22 長男は年下の兄弟よりもハンサムだ。 

23 私達は夜よりも昼間によりたくさんの米を食べます。 

24 私は上司よりも早くオフィスに着いた。 

25 彼はフィリピンで 高の俳優の一人だ。 

 

21 Anna is smarter than any other student in her class. 

22 The eldest son is more handsome than the younger one. 

23 We eat more rice in the daytime than at night. 

24 I arrived in my office earlier than my boss. 

25 He is one of the best actors in Philippines. 



＜Day2:	 第２回無料体験レッスン範囲＞	 

	 

関係詞  

1 私はあの人の言ったことは信じない。 

2 あそこで食事をしている男性と女性をみなさい。 

3 あなたは学校でとても嫌いな人がいますか。 

4 私が彼と会ったとき、彼は中学のときと全く変わっていたこと

に気づいた。 

5 私のおじいさんが書いたその本は何年も後になって出版され

た。 

 

1 I don't believe what that man said. 

2 Look at the man and woman that are eating over there. 

3 Do you have a person whom you don't like. 

4 When I met him, I found he was quite different from what he 

was in junior high school. 

5 The book which my grand father wrote was published many 

years later. 

 

 

前置詞・接続詞  



6 私は彼女に１ヶ月会っていない。 

7 私は２月２８日の午前中に生まれた。 

8 彼女はたくさん食べるけど、スリムだ。 

9 彼は３０分かそこらでここに来るでしょう。 

10 彼は私の家の前で車を止めました。 

 

6 I've not seen her for a month. 

7 I was born on the morning of February 28th. 

8 Though she eats a lot, she is slim. 

9 He will be here in thirty minutes or so. 

10 He stopped his car in front of my house.  

 

 

時制・仮定法  

11 もし彼女が訪ねてくることを知っていたら、部屋を掃除してお

いた。 

12 私は父が戻ってきてから夕食を食べるつもりです。 

13 もし母がここにいたら、部屋の掃除を手伝ってくれるだろう。 

14 あなたは今までに沖縄に行ったことがありますか。 

15 テレビによると、アジアでは日本のアニメの人気が高まってい

るようだ。 



 

11 If I had known she was going to visit, I would have cleaned my 

room. 

12 I will have dinner when my father gets back. 

13 If my mother were here, she could help me clean my room. 

14 Have you ever been to Okinawa? 

15 It is reported in the TV that Japanese anime has become very 

popular in Asia. 

 

 

名詞・代名詞  

16 私には２人の友人がいる。１人はアメリカで働いていて、もう

１人はイギリスで働いている。 

17 私にはこの夏たくさんのやるべき仕事がある。 

18 私の車はどこも故障しているところはない。調子よく走る。 

19 これはあなたの車ですか。	 いいえ、それは父のです。 

20 このズボンをもっと大きいものと取り替えて下さい。 

 

16 I have two friends.  One works in the US and the other works 

in England. 

17 I have a lot of works to do in this summer. 

18 There's nothing wrong with my car.  It runs perfectly. 



19 Is this your car?  No, it's my father's. 

20 Will you change these pants for bigger ones? 

 

 

その他  

21 私は夕飯後、家に帰るつもりだ。 

22 私はその問題は解けないし、私の友人もできない。 

23 明後日の天気はどうなるのだろうか。 

24 彼が彼女からの手紙を受け取ったとき、彼は何と興奮して見え

たことでしょう。 

25 彼は少しも疲れていないみたいだ。 

 

21 I'm going home after dinner. 

22 I can't solve that question, and my friend can't either. 

23 What will the weather be like the day after tomorrow? 

24 How excited he looked when he received a letter from her. 

25 He doesn't look tired at all. 

 


