
補助ワークブック  １年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【買い物②】    No.1bw165 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.  How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 
 
モデル文を確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えましょう。 
１．健は何を探していますか。 

（               ） 
２．健は、店員が最初持ってきてくれたものが気に入りましたか。 

（               ） 
３．健は、店員が次に持ってきてくれたものが気に入りましたか。 

（               ） 
４．健が買ったものは、いくらでしたか。 

（               ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 
 
 

May I help you?  いらっしゃいませ   design  デザイン 
dollar  ドル（アメリカの通貨単位）    



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw166 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。その会話文を読んで、

（   ）に最初の文字に続けて適切な語を入れましょう。また、［   ］内の語を正し

く並べ替えましょう。 

clerk:  May I ( h       ) you? 
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  ( H       ) about this one? 
Ken:  Oh, I like it.  How [ is / much / it ]? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  ( T       ) you very much. 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。その会話文を読んで

（   ）に入る英文を下の枠の中から選び、会話文を完成させましょう。 
 

clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.  (                             ) 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  (                            ) 
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.  (                             ) 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 
 
 
 
 
 
 

How much is it? 
Well, I don’t like this design. 
Do you have a blue cap? 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw167 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。店員になったつもりで次の

日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 

clerk:                help you? 
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here                . 
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  How             this one? 
Ken:  Oh, I like it.  How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:                  very much. 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。健になったつもりで次の日

本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 
 
clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.  Do           a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well, I           this design. 
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.           much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 
 

・青い帽子を持ってくる 
・違うデザインの帽子を持ってきて見せる 
 

・青い帽子があるのかをたずねる 
・デザインが気に入らない 
・値段を聞く 



Step4  表現しよう                                                    No.1bw168 
１．健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。店員になったつもりで

次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 

clerk:                          
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.                     
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:                   
Ken:  Oh, I like it.  How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:                   
 

 
２．健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。健になったつもりで次

の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 
 
clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.                     
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well,                  
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.                 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 
 

・青い帽子を持ってくる 
・違うデザインの帽子を持ってきて見せる 
 

・青い帽子があるのかをたずねる 
・デザインが気に入らない 
・値段を聞く 



補助ワークブック  １年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【買い物②】    No.1bw165 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.  How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 
 
モデル文を確認しよう 
上のモデル文について、次の質問に日本語で答えましょう。 
１．健は何を探していますか。 

（   青い帽子   ） 
２．健は、店員が最初持ってきてくれたものが気に入りましたか。 

（   いいえ   ） 
３．健は、店員が次に持ってきてくれたものが気に入りましたか。 

（   はい    ） 
４．健が買ったものは、いくらでしたか。 

（   20 ドル   ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 
 
 
 

May I help you?  いらっしゃいませ   design  デザイン 
dollar  ドル（アメリカの通貨単位）    

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.1bw166 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。その会話文を読んで、

（   ）に最初の文字に続けて適切な語を入れましょう。また、［   ］内の語を正し

く並べ替えましょう。 

clerk:  May I (  help  ) you? 
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  (  How   ) about this one? 
Ken:  Oh, I like it.  How [ much is it ]? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  ( Thank ) you very much. 
 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。その会話文を読んで

（   ）に入る英文を下の枠の中から選び、会話文を完成させましょう。 
 

clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.  (    Do you have a blue cap?    ) 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  (  Well, I don’t like this design.  ) 
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.  (   How much is it?   ) 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 
 
 
 
 
 
 
 

How much is it? 
Well, I don’t like this design. 
Do you have a blue cap? 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.1bw167 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。店員になったつもりで次の

日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 

clerk:   May I  help you? 
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here  you are  . 
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  How    about  this one? 
Ken:  Oh, I like it.  How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:    Thank you   very much. 
 
 
 
Step３ ② 表現しよう 
健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。健になったつもりで次の日

本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 
 
 
clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.  Do  you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well, I  don’t like this design. 
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.   How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 

・青い帽子を持ってくる 
・違うデザインの帽子を持ってきて見せる 解答 

・青い帽子があるのかをたずねる 
・デザインが気に入らない 
・値段を聞く 



Step4  表現しよう                                                    No.1bw168 
１．健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。店員になったつもりで

次の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 

clerk:    May I help you?    
Ken:  Yes.  Do you have a blue cap? 
clerk:  Yes, we do.     Here you are.  
Ken:  Well, I don’t like this design. 
clerk:  How about this one?  
Ken:  Oh, I like it.  How much is it? 
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:    Thank you very much.   
 

 
２．健( Ken )はアメリカの洋服店で店員( clerk )にたずねています。健になったつもりで次

の日本語を参考にして下線部に適切な英語を書き、完成させましょう。 
 
 
 
 
 
clerk:  May I help you? 
Ken:  Yes.   Do you have a blue cap?  
clerk:  Yes, we do.  Here you are. 
Ken:  Well,  I don’t like this design.  
clerk:  How about this one? 
Ken:  Oh, I like it.   How much is it?  
clerk:  Twenty dollars. 
Ken:  OK.  Here you are. 
clerk:  Thank you very much. 

・青い帽子を持ってくる 
・違うデザインの帽子を持ってきて見せる 
 

解答例 

・青い帽子があるのかをたずねる 
・デザインが気に入らない 
・値段を聞く 


