
Eiken Level 5 Trial Textbook （英検 5級用 無料体験レッスン教材） 

WiLLies English 1 

 
WiLLies Englishの英検コースでは、旺文社の英検用教材を使い GCC（英作文
トレーニング）を 25分、RLC（音読トレーニング）を 25分行います。 

単に教材に収録されている問題を解くのではなく、長文やリスニングの文章を

RLC用として、文法問題を GCC用としてレッスンを進めます。これによりテ
ストだけで通用するテクニックではなく、実践で役に立つ英語力が身につきま

す。もちろんテストでも実力を発揮することはこれまで当校の生徒様の結果で

証明されています。 

また当校の生徒様の多くは旺文社の英検用教材を使わず、一般教材を使っても

好結果を残されています。他の教材についてはこちらをご確認ください

（https://williesenglish.jp/english_textbook/）全ての教材で、GCCと RLCト
レーニングを組み合わせたレッスンをご提供しております。 

※ご入会後、英検コースから社会人/ 高校/ 中学/ 子供コースへの変更は無料で
行えます。英検の前は英検コース/教材を使って、またそれ以外は通常コースで
学習をしていただけます 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

体験レッスンでは著作権の関係から旺文社の教材を使うことができませんが、

英検の各レベルにあったオリジナル教材を用意いたしました。 

体験レッスンまでに GCC, RLCともに１０回程度音読して頂けますと、レッス
ン効果が向上しますのでぜひトライしてみて下さい。 

全２回の無料体験レッスン後は、旺文社の英検教材、もしくはその他厳選した

市販教材を使いトレーニングを行います。 

体験レッスンを通じて生徒様のレベルを把握させて頂いた後、教材のご購入を

お願いしております。 

知識を”知っている”レベルから、”使いこなせる”レベルに引き上げることが、今
後の上達を左右します。 
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GCC	 英作文トレーニングの方法  

- 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。 

- 英検１次の英作文だけでなく、２次対策としても有効です。 
また、英検の知識を使い、実践での様々な場面で応用の効いた英会話力

を発揮するためのトレーニングでもあります。 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。 

 

RLC	 音読トレーニングの方法  

 

- 英文を繰返し音読してください。レッスンでは講師が英文を読み上げますの

で、それをリピーティングしていただきます。最終的には教材を見ることな

く、講師が読み上げる文章をそのままリピート、シャドウイングできるよう

にします。 

- 英検１次のリーディング、リスニング対策としても有効です。良質な文章を

繰返し音読することで「英語脳」が 構築されます。具体的には、英語を文頭

から自然と理解し、使いこなせる能力が構築されます。 

- 当塾の RLC(Reading Listening & Communication)トレーニングは、同時通訳

養成学校でも行われている訓練であり、文法やヒアリング、スピーキング力

が同時に鍛えられます。 
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<第 1回無料体験レッスン範囲  GCC> 

暗記する必要はございません。レッスンまでに英文を毎日繰り返し音読

してみてください  

 

1. 私は東京に住んでいます。 

 

2. 来週、忙しいですか？ 

 

3. 彼は、フットボールをするのが好きです。 

 

4. 彼女は、4 つの言語を話すことができます。 

 

5. 子供は、学校へ歩いて行きます。 

 

6. 私は、食べる前に手を洗います。	

	

7. 母は、私に新しい靴を買ってくれた。 

 

8. 彼は、新しいおもちゃに満足してます。 

 

9. 私は、毎朝、本を読みます。 

 

10. 昨日は雨だった。 
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1. I live in Tokyo. 

 

2. Are you busy next week? 

 

3. He loves playing football. 

 

4. She can speak four languages. 

 

5. The kids walk to school. 

 

6. I wash my hands before eating.  

 

7. My mother bought me new shoes. 

 

8. He is happy with his new toys. 

 

9. I read a book every morning. 

 

10. It was rainy yesterday.	  
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<第 1回無料体験レッスン範囲  RLC> 

暗記する必要はございません。レッスンまでに英文を毎日繰り返し音読

してみてください。  

DAY 1 

 

PART 1: Reading/ Listening & Repeating/ Shadowing. 
 

John:	 How are you doing Lisa? 

Lisa: 	 Fine, thank you.  How about you John?  

John:	 Thank you, I’m fine too.  I saw you yesterday at the library.  What did you do 
at the library? 

Lisa:	  I was helping my sister with her homework.  Can you help us today after 
school? 

John:  Yes, sure I can.  What time do you want to meet today? 

Lisa:	  Thank you, John.  How about at 4pm. 

John:	  OK．See you then. 

 

Questions: 
1. What did Lisa do at the library? 

a. She helped her sister with her homework. 
b. She read a book. 
c. She had dinner. 

 
2. What did Lisa ask John for help? 

a. She asked John to help her to eat. 
b. She asked John to help her sister with her homework. 
c. She asked John to help her to carry the bag. 

 
3. What time are they going to meet today? 

a. They are going to meet at 4pm. 
b. They are going to meet at 5pm. 
c. They are going to meet at 6pm.  
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PART 2: Arrange the words to complete the sentence. 
1. I _____ _____ _____ _____ . 
(1) to 
(2) ice cream 
(3) eat 
(4) want 
 

2. She _____ _____ _____ _____ foot. 
(1) school 
(2) to 
(3) goes 
(4) on 

 

3. My mother will _____ _____ _____ _____ . 
(1) lunch 
(2) spaghetti 
(3) cook 
(4) for 

 
4. Where _____ _____ _____ _____ bag? 

(1) my 
(2) did 
(3) put 
(4) you 

 

5. I _____ _____ _____ _____ today. 
(1) go 
(2) to 
(3) can't 
(4) school 
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PART 3: SPEAKING ACTIVITY 
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<第２回無料体験レッスン範囲  GCC> 

暗記する必要はございません。レッスンまでに英文を毎日繰り返し音読

してみてください  

 

1. 騒ぐな。 

 

2. 彼は、週末は家にいます。 

 

3. A: あなたは、スポーツをしますか？ 

B： はい。 私は、サッカーをします。" 

 

4. 彼女は、部屋でねています。 

 

5. 私は、あなたの新しい髪型が好きです。 

 

6. 彼女は、素晴らしい料理人です。 

 

7. 彼女は、たくさんの果物を食べます。 

 

8. 彼らは、宿題で忙しいです。 

 

9. 彼女は、毎朝、子供を学校まで車で送ります。 

 

10. 友達から電話がかかってきた。 
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1. Don't be noisy. 

 

2. He stays home on weekends. 

 

3. A: Can you play sports? 

B: Yes. I play soccer." 

 

4. She is sleeping in the room. 

 

5. I like your new haircut. 

 

6. She's a wonderful cook. 

 

7. She eats lots of fruit. 

 

8. They are busy with their homework. 

 

9. She drives the kids to school every morning. 

 

10. I got a phone call from my friend. 
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<第２回無料体験レッスン範囲  RLC> 

暗記する必要はございません。レッスンまでに英文を毎日繰り返し音

読してみてください  

 

DAY 2 

 

PART 1: Reading/ Listening & Repeating/ Shadowing. 
 

John:	 What do you usually do after school? 

Lisa: 	 I play soccer.  I belong to women’s soccer team.  

John:	 Oh really?  How long do you play soccer everyday? 

Lisa:	  I play soccer for three hours everyday. 

John:  That’s great.  Where do you play soccer? 

Lisa:	  I play soccer in the school ground.  

John:	  I will go to watch your team. 
 

Questions: 
1. What does Lisa usually do after school? 

a. She goes shopping. 
b. She plays soccer. 
c. She goes out and play with her friend. 

 
 
2. How long does Lisa play soccer everyday? 

a. She plays soccer for two hours everyday. 
b. She plays soccer for five hours everyday. 
c. She plays soccer for three hours everyday. 

 
3. Where does Lisa play soccer? 

a. She plays soccer in the gym. 
b. She plays soccer in the school ground. 
c. She plays soccer in the soccer field. 
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PART 2: Arrange the words to complete the sentence. 
 
1. The book _____ _____ _____ _____ . 
(1) on 
(2) floor 
(3) the 
(4) is 

 

2. What do you _____ _____ _____ _____ breakfast? 

(1) to 
(2) after 
(3) want 
(4) do 

 

3. She _____ _____ _____ _____ teacher.  

(1) is 
(2) good 
(3) a 
(4) very 

 
4. Charlie _____ _____ _____ _____ . 
(1) I 
(2) older 
(3) is 
(4) than 

 

5. I _____ _____ _____ _____ eating. 
(1) my 
(2) before 
(3) wash 
(4) hands 
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PART 3: SPEAKING ACTIVITY 

 

 

 

 

 


