
SITUATION  

DIALOGUE   

Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。  

店員： 
このバッグはいかがですか。 
 
 
 
矢部： 
すごく気に入りました。でも私の
スーツケースに入れるには大き
すぎます。うーん、ちょっと考え
ます。 
 
 
 
 
 
店員： 
かしこまりました。 

Lesson 95 

今日のフレーズ 
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況 

ダイアログ 

語い 

Leve1 A1 Business English 

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。  

1 

2 

3 

4 

really 本当に 

like 好き 

pack 荷造りする 

 

suitcase スーツケース 

think 思う 

Ms. Yabe is shopping for a bag. 

矢部さんはバッグを買おうとしています。 

Clerk       : How do you like this 

bag? 

              

Ms. Yabe: I really like this. But it’s 

too big to pack in my 

suitcase.  Well, let me 

think about it. 

 

Clerk       : OK.                    

It’s too big to pack in my 

suitcase. 
スーツケースに入れるには大きすぎます。 

Using Too And Not Enough For Shopping 

ショッピングでの”Too”と”Not Enough”の使い方   
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント 

Lesson 95 
5 

Level A1 Business English 

Hints 
ヒント 

ACTIVITY 
練習 

6 

dress ワンピース 

heavy 重い 

light 軽い 

long 長い 

short 短い 

necklace ネックレス 

Using Too And Not Enough For Shopping 

ショッピングでの”Too”と”Not Enough”の使い方   

It’s too big to pack in my 

suitcase. 
スーツケースに入れるには大きすぎます。 

Using Too and Not Enough for Shopping 
買い物でのToo(～すぎる）とNot Enough（充分～でない）の使い方 

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。  

It’s too expensive for me. 

It’s too small.  

It’s too bright.  

It’s too heavy. 

It’s not cheap enough. 

It’s not big enough. 

It’s not pale enough. 

It’s not light enough. 

それは私には高すぎます。 

それは小さすぎます。 

それは（色が）明るすぎます。 

それは重すぎます。 

それは充分安くありません。 

それは充分大きくありません。 

それは（色が）充分淡くありません。 

それは充分軽くありません。 

Activity : Practice the situations below with your tutor. 
練習 ：下記の状況を用いて、先生と一緒に練習しましょう。 

1.The dress is small but you want a large. 

2.The bag is very heavy but you want a lighter bag. 

3.The tie is very long but you want a short one. 

4.The shoes are a size 35 but you want a size 36. 

5.The necklace costs $450.00 but you only have $150.00 

Ex.  A: Excuse me, this _________________________.  

       B: How about this one?  

       A: I'll take it. (them) 
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