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Unit 29 Going Shopping 買い物に行く
Expand your Vocabulary
単語を講師と一緒に確認し、単語と例文を口に出して読みましょう。

1. clothing

[名] 衣類
[n.] items people wear on their bodies
e.g. She plans to spend half of her salary on new clothing.
彼女は給料の半分を新しい衣類に費やすつもりです。

2. favorite
/ˈfeɪvərɪt/

[形] お気に入りの、大好きな
[adj.] liked more than others
e.g. What's your favorite restaurant?
あなたのお気に入りのレストランは何ですか？

3. several
/ˈsevrəl/

[形] いくつかの
[adj.] more than two but fewer than many
e.g. He computed the expenses several times.
彼は数回、経費を計算しました。

4. enough
/ɪˈnʌf/

[形] 十分な
[adj.] as much as is needed
e.g. I didn't get enough sleep last night.
私は昨夜十分な睡眠をとれませんでした。

5. I'm afraid
/aɪm əˈfreɪd/

[句] 残念ですが
[phrase] a polite way to tell someone that their expectations can't be met
e.g. I'm afraid the cheesecakes are sold out.
残念ですがチーズケーキは売り切れです。

6. wear
/wer/

[動] ～を身に着けている（※着ている「状態」を表す）
[v.] to have a piece of clothing or jewelry on your body
※不規則動詞 wear – wore – worn
e.g. She is wearing a scarf.
彼女はスカーフを身に着けています。

7. put on
/pʊt ɑːn/

[動] ～を身に着ける（※着る「動作」を表す）
[v.] to place a piece of clothing or jewelry on your body
※不規則動詞 put – put – put
e.g. Please put on your necktie.
ネクタイを身に着けてください。

/ˈkloʊðɪŋ/
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Fill in the Blanks
今回習った単語を使って空欄を埋め、それぞれの文を完成させましょう。
※単語は必要に応じて適切な形に変えて用います。（例：時制）

1.

The woman is (wearing) a striped jacket.
その女性はストライプのジャケットを着ています。

2.

We usually wear casual (clothing) at work.
私たちは普段職場でカジュアルな服を着ています。

3.

She has been to (several) countries.
彼女はいくつかの国に行ったことがあります。

4.

(I'm afraid) the product you are looking for is no longer available.
残念ながらあなたが探している商品は在庫切れです。

5.

I did not have (enough) time to finish the report.
私はそのレポートを終えるための十分な時間がありませんでした。

6.

My (favorite) dessert is ice cream.
私のお気に入りのデザートはアイスクリームです。

7.

You should (put on) your jacket.
あなたはジャケットを着たほうがいいですよ。
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Role Play and Study Questions
次の会話を講師と一緒に読み、３つの質問に対して適切な答えを選びましょう。
その後、講師と一緒にロールプレイをしましょう。
Jane and Jeff went inside a new clothing store in the mall. Jane sees some interesting hats on display.
Jane : I’m glad we came here. This store has everything I need--clothing, shoes, bags, and hats!
Jeff

: Hats? You already have several hats.

Jane : I still don’t have enough. I need a new one to wear with my favorite dress.
Jeff

: I just don’t see why you like hats so much, but I’ll help you find a good one. Here, try to put
on this yellow hat. It will look great on you.

Jane : I’m afraid I don’t like the color that much.

問題
Ａ～Ｃより適切な答えを選びましょう。

1. What is Jane thinking of buying?
A. A hat
B. A phone
C. A wallet
2. What will Jane wear with a new hat?
A. She’ll wear it with her favorite scarf.
B. She’ll wear it with her favorite dress.
C. She’ll wear it with her favorite perfume.
3. Why doesn’t Jane like the hat that Jeff picked?
A. She doesn’t like the color.
B. She doesn’t have enough money.
C. She doesn’t like the design.
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<日本語訳>
ジェーンとジェフはモールに新しくできた服屋に行きました。ジェーンは陳列されている気になる帽子を見ていま
す。
ジェーン ： ここに来れてよかった。この店には服や靴、カバン、帽子など必要なものが全てあるわ！
ジェフ

： 帽子？すでにいくつか帽子を持っているじゃん。

ジェーン ： まだ十分じゃないの。私の大好きなドレスに合う新しい帽子が必要なの。
ジェフ

： 何でそんなに帽子が好きなのかわからないけど、いいやつを見つけるのを手伝ってあげるよ。ねぇ、
この黄色の帽子を試しに試着してみて。君に良く似合うと思うよ。

ジェーン ： 残念だけど、その色はあんまり好きじゃないの。
問題
1. ジェーンが買おうと思っている物は何ですか？
A. 帽子
B. 電話
C. 財布
2. ジェーンは新しい帽子と合わせて何を着ますか？
A. お気に入りのスカーフと合わせて帽子を身に着ける。
B. お気に入りのドレスと合わせて帽子を身に着ける。
C. お気に入りの香水をつけて帽子を身に着ける。
3. なぜジェーンはジェフが選んだ帽子が好きでないのですか？
A. その色が好きではない。
B. 十分なお金を持っていない。
C. そのデザインが好きではない。
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Match and Make a Sentence
次の単語に合う意味をそれぞれ１つずつ選び、その単語を使って自由に英文を作ってみましょう。

単語

意味

1. clothing

A. 人気のある

2. favorite

B.

お気に入りの、大好きな

3. several

C.

十分な

4. enough
5. I'm afraid

D. ～を身に着ける
E.

残念ですが

F.

衣類

6. wear
G. いくつかの
7. put on
H. ～を贈呈する
I.

～を身に着けている
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