
Junior 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＞	 

 

Be動詞  

1 彼女の子供は利口です。 

2 私は学生ではありません。 

3 彼は学生でしたか？	  

はい、学生でした。/ いいえ、学生ではありません。 

4 私の子供は高校生です。 

5 彼はそこにいませんでした。 

 

1 Her kid is smart. 

2 I'm not a student. 

3 Was he a student?  Yes, he was.  / No, he wasn't. 

4 My child is a high school student. 

5 He wasn't there. 

 

 

一般動詞  

6 私は犬が好きです。 

7 彼女はその男性がすきでしたか？	  

はい、好きでした。/ いいえ、好きではありませんでした。 



8 私は土曜日にはサッカーをして、それから学校へ行きます。 

9 私の友達はスポーツが好きではありません。 

10 私はしばしば私の犬を散歩に連れて行きます。 

 

6 I like dogs. 

7 Did she like the man?  Yes, she did. / No, she didn't. 

8 I play soccer and then go to school on Saturday. 

9 My friend doesn't like sports. 

10 I often take my dog for a walk. 

 

 

進行形・未来表現  

11 マイクは今サッカーをしているところです。 

12 マイクはそのとき野球をしているところでした。 

13 ケイコは明日の午後、テニスをしない予定です。 

14 ケイコは今日の午後、サッカーをする予定ですか。	 はい、す

る予定です。/ いいえ、しない予定です。 

15 あなたは彼女のように最善をつくしていますか。 

 

11 Mike is playing soccer now. 

12 Mike was playing baseball then. 

13 Keiko is not going to play tennis tomorrow afternoon. 



14 Is Keiko going to play soccer this afternoon?   

Yes, she is.  / No, she isn't. 

15 Are you doing your best like her? 

 

 

助動詞  

16 リエはピアノを弾くことができます。 

17 リエはピアノを弾くことができません。 

18 マイクはバイクを買うべきです。 

19 彼女はあさって来るかもしれません。 

20 あなたは無理をする必要はありません。 

 

16 Rie can play the piano. 

17 Rie can't play the piano. 

18 Mike should buy a motorcycle. 

19 She may come the day after tomorrow. 

20 You don't have to push yourself. 

 

 

代名詞  

21 彼女はチョコレートが好きです。 

22 私は彼が好きです。 



23 ろくなことが起こらない。 

24 誰も彼女のことを知りません。 

25 ニューヨークは雨のち雪です。 

 

21 She likes chocolate. 

22 I lke him. 

23 Nothing good happens. 

24 Nobody knows her. 

25 In New York, it's rainy, later snowy. 



＜Day2:	 第２回無料体験レッスン範囲＞	 

形容詞・副詞  

1 トムは大きい犬を飼っています。 

2 トムの犬は大きい。 

3 私の兄は英語を上手に話します。 

4 私の母は幸せそうに話した。 

5 私は悲しかった。 

 

1 Tom has a big dog. 

2 Tom's dog is big. 

3 My brother speaks English very well. 

4 My mother spoke happily. 

5 I was sad. 

 

 

不定詞  

6 野球観戦は楽しい。 

7 私は母に会うためにその病院へ行きました。 

8 私は母に会うために病院に行きたい。 

9 私は毎朝散歩をするのが好きです。 

10 あなたはこの夏にすべきことがたくさんあります。 



 

6 To watch baseball is fun.  / It is fun to watch baseball. 

7 I went to the hospital to meet my mother. 

8 I want to go to the hospital to see my mother. 

9 I like to take a walk every morning. 

10 You have many things to do in this summer.  

 

 

動名詞・分詞  

11 野球観戦は楽しい。 

12 あれらの寝ている鳥を見なさい。 

13 私は車が大好きです。 

14 彼らは食べるのをやめませんでした。 

15 あなたは学校の近くの横断歩道に立っている女性をしていま

すか。 

 

11 Watching baseball is a lot of fun. 

12 Look at those sleeping birds. 

13 I like cars very much. 

14 They didn't stop eating. 

15 Do you know the lady standing at the street crossing near the 

school? 



 

文型・受動態  

16 私はそのお皿を割りました。 

17 そのお皿は私によって割られました。 

18 この写真は私の父によって撮影されました。 

19 自動販売機は日本の通りで見られます。 

20 私の車は壊れています。 

 

16 I broke the dish. 

17 The dish was broken by me. 

18 This picture was taken by my father. 

19 Vending machines are seen on the street in Japan. 

20 My car is broken. 

 

 

接続詞・前置詞・疑問詞  

21 私はサッカーはできますが、野球ができません。 

22 部屋にいる私の子供は、とても恐ろしがっていました。 

23 彼女が手に持っているものはなんですか。 

24 日曜日は何時に開きますか。 

25 あなたは週末何をするつもりですか。 



 

21 I can play soccer but cannot play baseball. 

22 My kid in his (her) room was very afraid. 

23 What does she have in her hand? 

24 What time are you open on Sunday? 

25 What will you do next weekend?  

 


