
補助ワークブック  ２年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【買い物①】              No.2bw157 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

clerk:  May I help you? 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for? 
John:  Black and large. 
clerk:  How about this one? 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll take it. 
 

 
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．ジョンは何を探しているのですか。  

（               ） 
２．どのサイズを探していますか。 

（               ） 
３．どの色を探していますか。 

（               ） 
４．最初、店員が持ってきてくれたものは、何が気に入らなかったのですか。 

（               ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 

May I help you? いらっしゃいませ   look for さがす   coat コート 
color 色   size サイズ   design  デザイン   try ~ on  ～を試着する 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw158 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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? 
John:  Yes. I’m looking ( f      ) a coat. 
clerk:  What color and size [ for / are / looking / you ]? 
John:  Black and large. 
clerk:  ( H      ) about this one? 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll ( t       ) it. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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:  (                                          ) 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  (                                          ) 
John:  Black and large. 
clerk:  How about this one? 
John:  (                                          ) 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. (                                       ) 
 
 
 
 
 
 

May I help you?  
I’ll take it. 
Can I try it on?  
What color and size are you looking for?  
 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw159 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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? 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you          ? 
John:  Black and large. 
clerk:             this one? 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please         this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll take it. 
 
Step３ ② 表現しよう 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。ジョン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? 
John:  Yes. I’m              a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for? 
John:  Black and                   . 
clerk:  How about this one? 
John:  Can I                 on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do                    another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll                      . 

・色とサイズをたずねる 
・ひとつのコートを見せる 
・別のものを着るようにすすめる 

・コートを探している 
・好みの色は黒で、サイズは L サイズ 
・店員が持ってきてくれた一つ目を試着する 
・別のデザインのものを持ってきてもらう 
・それが気に入る 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw160 
１．洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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:                     
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size                  
John:  Black and large. 
clerk:                 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please               
John:  Oh! I like it. I’ll take it. 
 
 
２．洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。ジョン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? 
John:  Yes.                   
clerk:  What color and size are you looking for? 
John:                          
clerk:  How about this one? 
John:                        
clerk:  Sure. 
John:  Um…                        design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it.                         

・色とサイズをたずねる 
・ひとつのコートを見せる 
・別のものを着るようにすすめる 

・コートを探している 
・好みの色は黒で、サイズは L サイズ 
・店員が持ってきてくれた一つ目を試着する 
・別のデザインのものを持ってきてもらう 
・それが気に入る 



補助ワークブック  ２年 
日常生活につながる自己表現ワークブック 【買い物①】              No.2bw157 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。 
 
Step1 モデル文を読もう 
 

clerk:  May I help you? 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for? 
John:  Black and large. 
clerk:  How about this one? 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll take it. 
 

 
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．ジョンは何を探しているのですか。  

（   コート   ） 
２．どのサイズを探していますか。 

（   L サイズ  ） 
３．どの色を探していますか。 

（   黒色    ） 
４．最初、店員が持ってきてくれたものは、何が気に入らなかったのですか。 

（   デザイン  ） 
 
 
 
語（句）を確認しよう 
 
 
 
 

May I help you? いらっしゃいませ   look for さがす   coat コート 
color 色   size サイズ   design  デザイン   try ~ on  ～を試着する 
 

解答 



Step2 ① 文のしくみを理解しよう                                   No.2bw158 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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? 
John:  Yes. I’m looking (  for  ) a coat. 
clerk:  What color and size [ are you looking for  ]? 
John:  Black and large. 
clerk:  (  How  ) about this one? 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll (  take   ) it. 
 
 
Step2 ②  全体の流れを理解しよう 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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?  ) 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  (  What color and size are you looking for?    ) 
John:  Black and large. 
clerk:  How about this one? 
John:  (   Can I try it on?   ) 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. (  I’ll take it.  ) 
 
 
 
 
 
 

May I help you?  
I’ll take it. 
Can I try it on?  
What color and size are you looking for?  
 

解答 



Step3 ① 表現しよう                                               No.2bw159 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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? 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for ? 
John:  Black and large. 
clerk:   How about   this one? 
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please  try this one.      
John:  Oh! I like it. I’ll take it. 
 
Step３ ② 表現しよう 
洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。ジョン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? 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for? 
John:  Black and   large  . 
clerk:  How about this one? 
John:  Can I   try it  on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do  you have  another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll  take it . 

・色とサイズをたずねる 
・ひとつのコートを見せる 
・別のものを着るようにすすめる 

・コートを探している 
・好みの色は黒で、サイズは L サイズ 
・店員が持ってきてくれた一つ目を試着する 
・別のデザインのものを持ってきてもらう 
・それが気に入る 

解答例 



Step4  表現しよう                                                    No.2bw160 
１．洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。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?  
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for?  
John:  Black and large. 
clerk:   How about this one?  
John:  Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another design? 
clerk:  Wait a minute.  Please  try this one. 
John:  Oh! I like it. I’ll take it. 
 
 
２．洋服店でジョン( John )と店員( clerk )が会話をしています。ジョン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? 
John:  Yes. I’m looking for a coat. 
clerk:  What color and size are you looking for? 
John:  Black and large.   
clerk:  How about this one? 
John:   Can I try it on? 
clerk:  Sure. 
John:  Um…do you have another  design? 
clerk:  Wait a minute.  Please try this one. 
John:  Oh! I like it.   I’ll take it.   

・色とサイズをたずねる 
・ひとつのコートを見せる 
・別のものを着るようにすすめる 

・コートを探している 
・好みの色は黒で、サイズは L サイズ 
・店員が持ってきてくれた一つ目を試着する 
・別のデザインのものを持ってきてもらう 
・それが気に入る 

解答例 


