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ショッピング①

～の…（色・サイズなど）はありますか？

この Unit では「～の…（色・サイズなど）はありますか？」や「これは～すぎます」などのフレーズを学びます。
服屋さんや百貨店などに行った時は自分のサイズに合った物があるか尋ねられるようになりましょう。

昨日までは

今日からは

店員さんに試着してみたい服の M サ
イズがあるか聞きたいけど、何て言
ったらいいかわからない…

自分の試着したいサイズがあるか聞
きたい時は、”Do you have this in
～?”が自然と出てくる。

Phrases of the day （今日のフレーズ）
下記のフレーズを復唱して口に馴染ませましょう。

１． ～の…（色・サイズなど）はありますか？：Do

you have ～ in…?

※～の部分には代名詞の this/these/that/those などが入ります。
e.g. お店で素敵な赤いカバンをみつけたが青色が欲しくて：

Do you have this in blue?
これの青色はありますか？

シルバーのイアリングを試したがゴールドも試したくて：

Do you have these in gold?
これらのゴールドはありますか？

展示されている靴を見て試着したくなり：

Do you have those in size 7?
あれらのサイズ７はありますか？
２． 私には～ すぎます。：It's

too ～ for me.

e.g. ドレスを試着したがきつすぎて店員に：

It's too small for me.
私には小さすぎます。
スポーツジャケットを試着したがぶかぶかで店員に：

It's too big for me.
私には大きすぎます。
店員にすすめてもらったシャツを試着したがきつすぎて店員に：

It's too tight for me.
私にはきつすぎます。
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like to return this.

※I’d は I would の省略形です。
e.g. 間違えて別の物を買ってしまったことを店員に伝えて：

I’d like to return this.
これを返品したいのですが。

子供のために買ったおもちゃの電車がうまく動かないので、苦情を言いにお店へ戻って：

I’d like to return this.
これを返品したいのですが。

4． 返金してもらえますか？：Can

I get a refund?

e.g. 買ったばかりのスーツケースの取っ手が壊れているのに気づき返品したくて：

Can I get a refund?
返金してもらえますか？

不良品のスピーカーを購入した店に返品して店員に：

Can I get a refund?
返金してもらえますか？

□■ 関先生のワンポイントアドバイス □■※次のアクティビティへ進む前に黙読してください
Do you have ～ in…? の in は「形式」を表します。
本来 in は「空間（中で）」という意味ですが、in line「列の中に入って」→「列という形式で」や、in
English「英語という空間の中で」→「英語という形式で」のように、「形式」の意味が生まれました。in blue
なら「青い形式の」→「青の」、in size 7 は「７サイズという形式の」→「（サイズが）７の」となります。
買い物のときに重宝する表現ですよ。
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Fill in the blanks （穴埋め問題）
空欄を埋めながら、講師とプチロールプレイを行いましょう。スムーズに言えるまで練習しましょう。
1． A： The dress looks great on you, ma’am.
そのドレスがお似合いですね。
B： But (it’s too big) for me. Can you get me a smaller one?
でも私には大きすぎます。小さいサイズを持ってきてもらえますか？
２． A： (Do you have this in) pink?
これのピンクはありますか？
B： I’ll check the stock-room, ma’am.
倉庫を確認します。

3． A： I (‘d like to return) this. I think it’s defective.
これを返品したいのですが。不良品だと思います。
B： I’ll have our technician check it first. Do you have the receipt?
まず技術者に見てもらいますね。レシートはありますか？
４． A： Can (I get a refund)?
返金してもらえますか？
B： I’m afraid not, but I can give you store credit that you can use to buy something else.
返金はできませんが、他の商品を買う際にご利用できる商品券をお渡しすることはできます。
５． A： That blue tie looks nice with that suit, sir.
その青いネクタイはそのスーツにピッタリですね。
B： Thanks. (Do you have) it in red, too? I’d like to try it on and see how it looks.
ありがとう。これの赤もありますか？試着してどんな感じか見たいのですが。
６． A： Ugh. I can hardly breathe in this dress. (It’s too) tight for me.
うっ。うまく呼吸ができないな。私にはきつすぎます。
B： Let me get you a bigger one.
大きい方をお持ちしますね。

7． A： May I help you?
いかがなさいましたか？
B： (I’d like to return this). I think it’s defective.
これを返品したいのですが。不良品だと思います。
8． A： You’re right. It’s broken. Unfortunately, that was the last one, so we can’t give you a
replacement.
本当に壊れていますね。あいにく、それが最後の一個だったので、交換できません。
B： (Can I get a refund)? I’ll try some of your other branches.
返金してもらえますか？他の店舗を当たってみます。
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（ロールプレイング）

シーンをイメージして、空欄を埋めながら講師とロールプレイを行いましょう。
【１】
A： Here, sir, try on this blue blazer. It is one of the new arrivals.
どうぞ、この青いブレザーを試してみてください。これは新着品です。
B： Thanks. Let me try it on.
ありがとう。試着させてください。

〔After trying it on‐試着後〕
B： (It’s too small for me). I can’t close the buttons.
私には小さすぎます。ボタンを閉めれません。
A： I’ll get you a larger one.
大きいものを持ってきます。
B： Okay. (Do you have this in) black? I’d like to try that on, too.
わかりました。これの黒はありますか？それも試してみたいです。

【２】
A： What can I do for you, ma’am?
ご用件は何でしょうか？
B： (I’d like to return this) blender. I tried to use it at home, but it didn’t work.
このミキサーを返品したいのですが。家で使ってみたのですが動きませんでした。
A： Let me see.
確認させてください。

〔Several minutes later‐数分後〕
A： Mmm. It is broken. Unfortunately, this was the only one we had in stock.
うーん。壊れていますね。あいにくこれが最後の在庫だったんです。
B： If you can’t replace it, (can I get a refund)?
新しいものと交換できないのであれば、返金してもらえますか？
A： Let me talk to my manager first. I’ll be right back.
マネージャーに先に確認します。すぐに戻ります。
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Let’s try（レッツトライ）
次のシチュエーションをイメージしてロールプレイを行い、全てのゴールをクリアしましょう。
シチュエーション１：
あなたは洋服屋に来ました。素敵なシャツを見つけ試着しましたが、S サイズで小さすぎました。M サイズがあ
るか店員に確認しましょう。
会話は講師から始まります。
ゴール：

店員から試着したシャツが合ったか聞かれたら自分には小さすぎると思うと伝え、M サイズがあるか聞く

シチュエーション２：
試着せずに M サイズのシャツを買ったが、家に帰って着てみたらまだ合わなかったので返品するために服屋に戻
ってきました。
会話は講師から始まります。
ゴール：

シャツを返品したいことを伝える

理由としてまだ小さいことを伝える

L サイズがなかったら、返金してもらえるかを聞く

In your own words

（フレーズ英作文）

下記のフレーズを使ってそれぞれ３つずつ英文を作ってみましょう。

１． Do you have ～ in…?
２． It's too ～ for me.

Say it in English

（英作文）

日本文を英文にして、スムーズに言えるまで練習しましょう。

１． これの青色はありますか？
→Do you have this in blue?
２． 私には小さすぎます。
→It's too small for me.
３． これを返品したいのですが。
→I’d like to return this.

4． 返金してもらえますか？
→Can I get a refund?
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