
SITUATION  
Ken is shopping. 
ケンは買い物をしています。	

Woman: Hi, may I help you?  
 
Ken      : Yes, I am looking for a brown sweater.   
 
Woman: How about this one? 
 
Ken      : Maybe. Can I try it on? 
 
Woman: Certainly. The fitting room is over there. 
 
Ken      : I like it. I would like to buy this sweater. 
 
Woman: How would you like to pay? 
 

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。 	

女性：	
いらっしゃいませ。何かお探しですか？ 

　　　　	
ケン：	
ええ、茶色のセーターが欲しいんですが。	
	
女性：	
こちらは、いかがでしょうか？	
	
ケン：	
いいですね。試着してもいいですか？	
	
女性：	
どうぞ。試着室はあちらにございます。	
	
ケン：	
気に入りました。このセーターにします。	
	
女性：	
お支払いはどうされますか？	
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look for     探す  	

certainly 　はい（丁寧） 

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 would like to buy this  
sweater. 
このセーターにします。	
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Describing Things You Want At A Shop 
ショッピングで店員に自分の買いたい物を伝える　  	

sweater　       セーター 
fitting room　　試着室	

try it on     　試着する　  
over there　 あちら側	
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LANGUAGE FOCUS  
今日のポイント	

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。 	

 	

Hints 
ヒント	

5 

I’m looking for ~ 
Do you have this(these) in black? 
Do you have another color? 
I’ll take it/these. 
How much is this/are these? 
Cash or charge? 

Useful Expressions for Shopping 
ショッピングで使う表現を覚えましょう	

～を探しているのですが。 

これの黒はありますか？ 

他の色はありますか？	

これにします。 

これは、いくらですか？ 

Activity : Use an item from “Hints” below and role play the conversation with your tutor. 
練習：　ヒント欄の単語も参考にして、先生とショッピングのロールプレイをしてみましょう。	

Sales Clerk: Hi, may I help you? 
             You:                                
Sales Clerk: What’s your size? 
             You:                                                            
Sales Clerk: Here you are. 
             You:                               
Sales Clerk: Sure.  They look / It looks nice. 
             You: Thank you.                                                            

現金でお支払いですか？ 
それともカードでお支払いですか？	

I would like to buy this  
sweater. 
このセーターにします。	
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練習	
6 ACTIVITY 

shoes   　靴 
sandals　サンダル 
glasses　メガネ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
pants　　パンツ	

skirt  　 スカート 
dress　 ワンピース 
shirt　　 シャツ 
jacket　 ジャケット 

coat       コート    
hat　　    帽子 
T-shirt　 Tシャツ 
blouse　 ブラウス 

※this(これ） it（それ）	
　 these（これら）	

単数の物 
複数の物	

Describing Things You Want At A Shop 
ショッピングで店員に自分の買いたい物を伝える　  	
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