
8/4(水) GCB Class 3  

 課題出題式 GCB 講座 
                                        Welcome to 3rd Special Version GCB Class!! 
 Unfortunately, we are not able to meet directly together today due to though, I’m hoping you all who visit this page will enjoy 
today’s GCB class…!! Here is the list of today’s assignment. :-) You can try all or choose some you like, … it’s up to you!! 
If you try this/these assignments of today listed below, let me know at the next GCB Class! Thank you!! ;-) 
 
                                                      特別版 GCB 講座へようこそ！ 

本日は残念ながら直接集まっていただくことができませんが、このページを訪問してくださった皆さんが、第３回目!! 課題出題式 GCB 講座を楽しんでいただ

けると嬉しい限りです…！それでは、以下本日の課題です。全てに挑戦していただくもよし。好きなものを選んでいただくもよし。課題に挑戦してくださった

方は、次回 GCB 講座にご参加された時にぜひお伝えください♪※解答例は後日 GCB講座または福岡サポステ HP上でご紹介予定です☆ （GCB 講座担当 浅海） 

 

      <<Assignments>> 課題 ※(   )内は英語レベルの目安です 
                      課題① Tokyo2020 Olympics/Paralympics Quiz 2!!（どなたでも） 
                 課題② 大人の思い出し英文法練習問題 (初級<英検４級程度>～) 

                    それでは、、、Let’s get started!! (↓↓下に続きす↓↓)       



 

�

�

TOKYO 2020 Olympics & Paralympics Quiz 2 !! 

               
① Who is NOT an Olympic torch bearer in Tokyo 2020 Olympics/Paralympics?   
   (東京 2020 オリンピック/パラリンピックの聖火ランナーではない人は？) 

   a) Ichiro   b) Mr. Shigeo Nagashima  c) Ms. Naoko Takahashi  
 
② What is the new game adopted formally from this time? (今回から正式種目となった新競技は？) 
   a) Karate     b) Free style BMX bike      c) Golf 
 
③ How many medals has Japan won so far? (※as of 8/1) 
   a)21         b)31        c)41    (8/1 時点での日本の総メダル獲得数は？) 
 
� How many players in total!? ※each team  (合計したら選手は何人!?) 
         Softball ＋ Rugby ＋ Beach Volley  
   a) ２６       b)２７       c) ２８ 
 
⑤ The name “synchronized swimming” has changed to another one since 
    2017. What is the new name？ (シンクロナイズドスイミングの呼称は 2017 年から変更されましたが、新しい呼称は?) 
   (                  ) swimming 
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⑥ When does Tokyo 2020 Paralympics start? (パラインピックはいつ始まる？) 
   a) August 17    b) August 2４     c) August 31  
   
⑦ There are two games in Paralympics which Olympics don’t have.  
   What are they? (オリンピック競技にはないパラリンピックの競技が二つあります。何と何でしょう?) 
    (                   )   (                  ) 
        
⑧ Draw some of your favorite Olympics/Paralympics pictograms! (好きな競技のピクトグラムをどうぞ！) 
                
                               
                               
                               

                

                 



 

 Let’s Try!! 大人の思い出し英文法♪ -be 動詞と一般動詞-  
                       思い出しポイント!!→  
疑問文に書き換えましょう Change into question form 
 1) He likes to watch movies on weekends.彼は週末映画を見ることが好きです 
                                                             
 2) They are going to join the concert next Sunday.彼らは来週日曜日にコンサートに行く予定です。 
                                                             
 3) She worked hard yesterday. 彼女は昨日よく働きました 

                                                             
 4) It’ll be rainy in Fukuoka tomorrow. 明日は福岡は雨になるだろう 
                                                             
 5) His friend Yuta has a dog. 彼の友達のユウタは犬を一頭飼っています 
                                                             
 6) Mika wants something hot to drink now.ミカは今何か温かい飲み物が欲しい 
                                                             
 7) The train left on time. 電車は時間通りに発車しました 
                                                             
 8) They became good friends each other.彼らは互いに仲良くなりました 
                                                             
 9) Her sister has to go to dentist tomorrow.彼女の姉は明日歯医者に行かなくてはいけません 
                                                             
10) There are some shops around here. この辺りにはいくつか店があります 

                                                             
<英作文> 
 彼らは先週日曜日にキャナルシティ(Canal City)に行きましたか？ 
                                                             

be 動詞 am(was)/is(was)/are(were) 否定形：be 動詞の後ろに not をつける  疑問形：主語と be 動詞を入れ替える 

一般動詞 否定形：don’t’～/doesn’t～/didn’t～ 疑問形：Do/Does/Did～? ※～部分には一般動詞の原形が入ります 
否定文に書き換えましょう Change into negative form 
1) We have to clean up the kitchen.私たちは台所の掃除をしなくてはいけません 
                                                             
2) You will find the place easily. その場所は簡単にわかりますよ  
                                                             
3) He enjoyed his vacation so much. 彼は休暇をとても楽しみました 
                                                             
4) We can see many stars in the sky. 空にたくさんの星が見えます 
                                                             
5) It’ll snow in Hokkaido next week. 来週は北海道では雪が降るでしょう 
                                                             
6) He tried that food. 彼はその食べ物を食べてみました 
                                                             
7) I want to go camping in the mountain. 山にキャンプに行きたい 
                                                             
8) They were going to join the party. 彼らはそのパーティに参加するつもりです 
                                                             
9) This movie tells us about the history of Japan. その映画は日本の歴史について教えてくれる 
                                                             
10) I need someone to help me. 誰か助けてくれる人が必要です 
                                                             
<英作文> 
 私は明日は出かけたくありません。 
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