
Put the following Japanese into English.
1.  すみません。私の３歳の息子のズボンを買いたいのですが、何階でしょうか

2.  子供服ですか。３階です

3. それから、叔父のために日本酒を一本買いたいのですが

4.  アルコール飲料は地下売り場です。地下売り場まではエスカレーターをご利用いただけます

5.  ただ見て回っているだけです

1.  Listen to the conversation without looking at the text.
2.  Now repeat after the teacher, looking at the text.
Shop Assistant: Can I help you? （いらっしゃいませ。何かお手伝いいたしましょうか）

Customer: Yes, please. I’m looking for a jacket. (はい、お願いします。ジャケットを探しています）

SA: What size are you?　（サイズはおいくつですか）

C: I’m not sure.（わかりません）

SA: We use the size ranges Small, Medium, Large, Extra Large. 
（サイズには、Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＸＬがあります）

C: Can I try this on, please? （これを着てみていいですか）

SA; Certainly. The fitting rooms are over there.（どうぞ。試着室はあちらです）

3.   Read the conversation until you memorize it.
4.   Role play
Your teacher plays the role of the assistant and you play the role of the customer.  
Change roles.
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・to fit = to be the right size
・to suit = to be in your style, or to make you look attractive

Put the following Japanese into English, filling in the blanks.
1.  このズボンはウエストがゆるすぎます。These trousers are too (        ) around the waist.

2.  このズボンはウエストがきつすぎます。These trousers are too (        ) around the waist.

3.  これは、フリーサイズですか？ Is this one-(      )-(      )-all?

1.  Listen to the conversation without looking at the text.
2.  Now repeat after the teacher, looking at the text.
Shop Assistant: . . . How does it fit?（いかがですか）

Customer: I’m afraid it doesn’t fit me. It’s too small. Do you have this in a bigger size?  
（残念ですが、私の体には合いません。小さすぎます。これと同じので、大きいサイズはありますか？）

SA: Would you try this on? . . . How was it? 
（これをお試しいただけますか？－少ししてから－いかがでしたか？）

C: Yes, this is my size, but I don’t think the color suits me. Do you have this in blue? 

（はい、これが私のサイズです。でも色が私に合うとは思いません。これと同じのでブルーはありますか？）

SA: Yes, we do. Here it is. . . . That jacket really suits you. 
（はい、ございます。どうぞ。－少ししてから―そのジャッケットは本当によくお似合いです）

3.   Read the conversation until you memorize it.
4.   Role play
Your teacher plays the role of the assistant and you play the role of the cus-
tomer. Change roles.
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CONVERSATION 5

PRACTICE SENTENCES

1.  Listen to the conversation without looking at the text.
2.  Now repeat after the teacher, looking at the text.
Customer: Is this on sale? （これは特売品ですか？）

Shop Assistant: Yes, it’s 10% off. （はい、１割引きです）

C: How much is it?（いくらですか？）

SA: That comes to 10,000 yen.（１万円になります）

C: All right. I’ll take it.（わかりました。これください）

3.   Read the conversation until you memorize it.
4.   Role play
Your teacher plays the role of the assistant and you play the role of the customer. 
Change roles.

Put the following Japanese into English. 
1.  ジャケットを探しています。

2.  サイズはおいくつですか

3.  これを着てみていいですか

4.  試着室はあちらです

5.  残念ですが、私の体には合いません。

6.  でも色が私に合うとは思いません。

7.  これと同じのでブルーはありますか？


