Level A1 General English

Using Too And Not Enough For Shopping
ショッピングでの”Too”と”Not Enough”の使い方

Lesson 95

1 PHRASE
OF THE DAY
今日のフレーズ

It’s too expensive for me.
それは私には高すぎます。

2 SITUATION
状況
Peter is asking about the price of the tie.
ピーターはネクタイの値段を尋ねています。

3 ダイアログ
DIALOGUE
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。

Peter: How much is this tie?

ピーター：
このネクタイはいくらですか？

Clerk: 80 dollars.

店員：
８０ドルです。

Peter: It’s too expensive for me.
Do you have any cheaper ones?

ピーター：
私には高すぎます。
もう少し安いのはありませんか？

4 VOCABULARY
語い
Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

tie
too

ネクタイ
あまりにも～すぎる

expensive
cheaper

高い
より安い（cheapの比較級）
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5 LANGUAGE
FOCUS
今日のポイント

It’s too expensive for me.
それは私には高すぎます。

Using Too And Not Enough For Shopping
買い物でのToo(あまりに～すぎる）とNot Enough（充分～でない）の使い方

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself.
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。

It’s too expensive for me.
It’s too small.
It’s too bright.
It’s too heavy.

それは私には高すぎます。
それは小さすぎます。
それは（色が）明るすぎます。
それは重すぎます。

It’s not cheap enough.
It’s not big enough.
It’s not pale enough.
It’s not light enough.

それは充分安くありません。
それは充分大きくありません。
それは（色が）充分淡くありません。
それは充分軽くありません。

6 ACTIVITY
練習
Activity: Practice the situations below with your tutor.
練習： 下記の状況について、先生と一緒に練習しましょう。

1. The t-shirt is small but you want a large one.
2. The watch is very heavy but you want a light watch.
3. The skirt is very long but you want a short one.
4. The shoes are a size 7 but you want a size 6.
5. The ring costs $450.00 but you only have $150.00.
6. The snack is very spicy but you don’t like very spicy foods.
Ex. A: Excuse me, this (these) _______________________.
B: How about this one?
A: I’ll take it (them).

Hints
ヒント

watch 腕時計
skirt スカート
shoes 靴

ring 指輪
snack スナック菓子
spicy 辛い
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