
11/17(水) GCB Class #

 課題出題式 GCB 講座  
                   

Welcome to 7th Special Version GCB Class!! 
Unfortunately, we haven’t been able to meet directly together today 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, you can choose one 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 7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。どちらか好きな方を選んでいただくもよし。 

課題の郵送をご希望 または HP 上で課題に挑戦してくださった方は、 

ぜひ福岡サポステまでお気軽にお電話ください！(^-^)/  

※11/29(月)まで受付OK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 場面別一言日常会話例♪（初級からどなたでも） 
  課題② 大人のためのゆっくり復習英文法♪ （初級からどなたでも） 

頭の体操のつもりで…みなさん気軽に Let’s Try♪ 

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

   
 



課題① 
丸暗記するつもりで、ぜひ何度も音読練習をしてみましょう♪ 

 
 
 

�

�

♪Daily short conversations 場面別一言英会話♪    No.1 
〈飲み物などをもらう/注文する〉 
★Can I have some water (,please )?      ★お水をもらえますか？ 
☆Can I have one large size orange juice?            ☆L サイズのオレンジジュースをひとつください。 
   
〈お店にあるかどうかをたずねて買う〉 
★Excuse me, do you have batteries here?     ★電池はありますか？ 
☆Yes, we do. Just in front of that counter.     ☆はい、ありますよ。あそこのカウンターの正面です。 
  
〈味をたずねて買う〉 
★What flavor is this?               ★これは何味ですか？ 
☆It’s mango and peach.            ☆マンゴーとピーチです。 
★O.K, then I’ll have this one.          ★わかりました、ではこれにします。 
 
〈飲み物などを勧められたとき〉 
☆Would you like some tea/dessert?      ☆お茶/デザートはいかがですか？ 
★Yes, please. / No, thank you.           ★はい、お願いします。/ いいえ、結構です。 
  
〈お手洗いの場所をたずねる〉 
★Excuse me, where’s the washroom?     ★すみませんお手洗いはどこですか？ 
☆It’s over there. / It’s on the second floor.   ☆あそこです。/ 二階です。 
★Thank you.                 ★ありがとうございます。 
☆No problem.                 ☆どういたしまして。 
 
〈バス停の場所をたずねる〉 
★Excuse me, where can I take a bus to Tenjin?     ★すみません、天神行きのバスはどこで乗れますか？ 
☆Just across the post office.         ☆郵便局のちょうど向かいですよ。 
★Thank you.                 ★ありがとうございました。 
☆You’re welcome.              ☆どういたしまして。 
 
<お店で試着をする>  
★Do you have this T-shirt in another size?     ★この Tシャツのサイズ違いはありますか？ 
☆Yes, we do. Would you like to try on a smaller size?       ☆はい、ありますよ。小さいサイズを試着されますか？ 
★Yes, please.                 ★はい、お願いします。 



課題② 思い出しながら、ぜひ気軽にトライ！（※解答は下） 

 
 
 解答はこちらです👇 

 

�

�

大人のためのゆっくり復習英文法♪その１ 
� � � � � � � � � � � � � � � � � �   
 
 1) 初めまして。 
 2) 私は福岡に住んでいます。 
 3) あなたはどちらの国のご出身ですか？ 
 4) これは私の好きな(お気に入りの)本です。 
 5) これらは彼女の好きな(お気に入りの)本です。 
 6) 私は納豆が好きではありません。 
 7) 彼は豆腐が好きですか？ 
 8) 彼女は３ヶ国語話すことができます。 
 9) このバスは天神には行きません。 
10) あなたの誕生日はいつですか？ 
11) 彼らは普段バスで学校へ行きます。 
12) 今日の天気はどのようですか？ 
13) あなたはどこでお昼ご飯を食べますか？ 
14) あれは誰のペンですか？ 
15) クリスマスには何が欲しいですか？ 
16) あなたは今何をしていますか？ 
17) 彼女は昨日買い物に行きました。 
18) あなたは今朝朝食を食べましたか？  

 ※中１学習範囲程度 ・be 動詞と一般動詞（否定文と疑問文） 
・疑問詞(what/where/when/who/whose/which/why/how) 
・現在進行形 (be 動詞＋-ing) ・一般動詞の過去形  …etc.!! 
�
� 1)                                
 2)                                
 3)                                 
 4)                                 
 5)                                 
 6)                                 
 7)                                 
 8)                                 
 9)                                 
10)                                 
11)                                 
12)                                 
13)                                 
14)                                 
15)                                 
16)                              
17)                                                         
18)                                                           �  

�

�

大人のためのゆっくり復習英文法♪その１ 
�解答 
 
 1) 初めまして。 
 2) 私は福岡に住んでいます。 
 3) あなたはどちらの国のご出身ですか？ 
 4) これは私の好きな(お気に入りの)本です。 
 5) これらは彼女の好きな(お気に入りの)本です。 
 6) 私は納豆が好きではありません。 
 7) 彼は豆腐が好きですか？ 
 8) 彼女は３ヶ国語話すことができます。 
 9) このバスは天神には行きません。 
10) あなたの誕生日はいつですか？ 
11) 彼らは普段バスで学校へ行きます。 
12) 今日の天気はどのようですか？ 
13) あなたはどこでお昼ご飯を食べますか？ 
14) あれは誰のペンですか？ 
15) クリスマスには何が欲しいですか？ 
16) あなたは今何をしていますか？ 
17) 彼女は昨日買い物に行きました。 
18) あなたは今朝朝食を食べましたか？  

 ※中１学習範囲程度 ・be 動詞と一般動詞 
・疑問詞(what/where/when/who/whose/which/why/how) 
・現在進行形 (be 動詞＋-ing) ・一般動詞の過去形  …etc.!! 
�
� 1) Nice to meet you.                               
 2) I live in Fukuoka.                               
 3) Which country are you from? / Which country do you come from?                                
 4) This is my favorite book.                                
 5) These are her favorite books.                                
 6) I don’t like natto.                                
 7) Does he like tofu?                                
 8) She can speak three languages.                                
 9) This bus doesn’t go to Tenjin.                                
10) When is your birthday?                                
11) They usually go to school by bus.                                
12) How’s the weather today?                                
13) Where do you have/eat lunch?                                
14) Whose pen is that?                                
15) What do you want for Christmas?                                
16) What are you doing now?                             
17)  She went shopping yesterday.                                                       
18)  Did you eat breakfast this morning?                                                        �  


