
SITUATION  
Fumi is looking for a scarf. 
フミはスカーフを探しています。	

Clerk: Hi. May I help you?          
    
Fumi: Yes. I’m looking for a scarf. 
 
Clerk: OK. What color are you  
           looking for? 
 
Fumi: Blue, please. 

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：	
いらっしゃいませ。何かお探しですか？	
	
	
フミ：	
はい、スカーフを探しています。	
　　　　　	
	
店員：	
かしこまりました。どんな色のものを	
お探しですか？　	
	
	
	
フミ：	
青色をお願いします。　　　　　　　	
	

Lesson 93 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

look for　探す　 
scarf　    スカーフ  	

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。 	

I’m looking for a scarf. 
私はスカーフを探しています。	
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color　色 
blue　 青　	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

Lesson 93 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	 postcard　     はがき	

souvenir　     おみやげ	

inexpensive　（値段が）安い	

5 

Key Phrases For Asking For An Item In A Store 
お店で品目について尋ねるときのキーフレーズ	

何かお探しでしょうか？ 
 

はい、スカーフを探しています。 
 
いいえ、見ているだけなので、大丈夫です。	

Activity: Practice the following situations with your tutor. 
練習：　下記の状況について、先生と一緒に会話の練習をしましょう。	

1. You want to buy a postcard. You don’t know where they are.	
2. You want to buy a souvenir for your coworkers. 
　  You have to buy 20 things. You want something inexpensive.	

3. You want to buy a pair of gloves. 
4. You need to buy something for your mother.	

何か若い女の子向けの物はありますか？	

おみやげはどこで扱っていますか？	

Yes. I’m looking for a scarf. 
No, thank you. I’m just looking.  

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。 	

Do you have anything for a young girl? 
Where do you keep the souvenirs? 

gloves　 手袋（通常、複数形）	

mother　母親	

need to　～する必要がある	

I’m looking for a scarf. 
私はスカーフを探しています。	

May I help you?  

Ex.  A: Hello, may I help you? 
       B: Yes, I                            . 

練習	
6 ACTIVITY 
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