Lesson 33

靴を販売する
The largest size in that model is twenty-eight.

Shop

Conversation
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer

: Can I help you?
: Yes. Do you have these in a size twenty-nine?
: No. I am afraid the largest size in that model is twenty-eight.
: How about these ones?
: Let me check in the back. … Here, try these ones. They are a size
twenty-eight and a half but they fit a little looser.
: Hmm.. they feel a little tight. Do any of these come in a larger sizes?
: No, I’m afraid not. However, you might find something in your size at
the outlet shops.
: That’s good information. Thanks a lot.

※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
Do you have these in a size twenty-nine?

これのサイズ29はありますか？

No, I’m afraid the largest size

申し訳ございませんが、このモデルの一

in that model is twenty-eight.

番大きいサイズは28です。

How about these ones?

これはどうですか？

Let me check in the back.

バックヤードを確認させて下さい。

Here, try these ones.

これを、試してみて下さい。

They fit a little looser.

いくぶんゆるくなります。

You might find something in your size at ____.

～で、ご希望のサイズが見つかるかも知れません。

Vocabulary and Pronunciation Practice
twenty-eight and a half
looser
outlet

28.5
ゆるめの
アウトレット

model
tighter
however

モデル
きつめの
しかしながら
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Lesson 33
The largest size in that model is twenty-eight.

Shop

Practice
Fill in the blanks with the correct word.
1.
2.
3.
4.
5.

These are too tight. Do you have these in a ________ size?
These 27s are a little loose. Do you have these in a _____ size smaller?
This ________ is too wide. Do you have something with a narrower fit?
I’m _____ not. We only have up to size 28.
Let me ______ in the back to see if we have any in stock.
a. half
b. model
c. larger
d. check
e. afraid

Listening

Listen to the conversations. Circle T (True) or F (False)
Conversation 1:The customer wants a size 13 shoe.

T /F

Conversation 2: The store has the shoes that the customer wants.

T/F

Conversation 3: The customer wants a 28 ½ size shoe.

T/F

Conversation 4:The customer wants a black shoe.

T/F

Conversation 5: The customer needs a shoe that is good for wide feet.

T/F

Roleplay: Use the following information.
1)
2)
3)
4)

size 26 / red / the shop has them
size 30 / running shoe / the shop doesn’t have them
size 28 ½ / walking shoe / black / the shop has them
size 27 / good for a wide foot / brown / the shop has them
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Conversation 日本語訳
店員
: ご用件をお伺いできますか？
お客さん
: はい、これのサイズ29はありますか？
店員
: いえ。このモデルの一番大きいサイズは28です。
お客さん
: これはどうですか？
店員
: ちょっとバックヤードを確認します。これを試してみて下さい。
これは、28.5になりますが、いくぶんゆるくなると思います。
お客さん
: ちょっときついですね。他の、大きいサイズはありますか？
店員
: 残念ですが、ないですね。ですが、アウトレットショップで、
ご希望のサイズが見つかるかもしれません。
お客さん
: それは良い情報です。ありがとうございました。
Listening Conversations:

Conversation 1:
Clerk
Customer
Clerk

Conversation 2:
Customer
Clerk

Conversation 3:
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk

Conversation 4:

Clerk
Customer
Clerk
Customer

Conversation 5:

: How are you doing here?
: Do you have these in a size 30?
: No, I’m afraid not.

: Excuse me, do you have these in a size 27?
: Let me check in the back. … Yes you are in luck. We have one pair left.

: Do you need any help here?
: I was wondering if you might have these in a half size larger.
: What size are those?
: 28.
: I’m afraid not.

: Can I help you?
: Do you have these shoes in brown?
: Let me check in the back….I’m sorry we are don’t have any in
They are sending them over now.
: Wow, that’s great service!

stock but one of our other stores have them.

Clerk
Customer
Clerk
Customer

: Are you all right here?
: My feet are quite wide. Can you recommend a good model of shoe for me?
: What kind of shoe?
: Something good for walking but could also be worn at the office.

＜日本語訳＞
会話 1:
店員
お客さん
店員

: ご機嫌いかがでしょうか？
: これのサイズ30はありますか？
: いえ、申し訳ございませんが。

会話 2:
お客さん
店員

: すいません、これのサイズ27はありますか？
: バックヤードを確認します。 … はい、ラッキーでした。１足残ってました。

会話 3:
店員
お客さん
ました。
店員
お客さん
店員

: それはいくつですか？
: 28です。
: 残念ながら、ありません。

会話 4:
店員
お客さん
店員
お客さん

: ご用件をお伺いできますか？
: この靴で、茶色はありますか？
: 倉庫を見てきます。…. すいません、こちらには在庫がありませんが、他店にあるそうです。今、こちらに送って貰います。
: おお、素晴らしいサービスですね！

会話 5:
店員
お客さん
店員
お客さん

: 全て順調ですか？
: 足がかなり幅広です。何か私の足にあうものをお勧めして頂けますか？
: どんな種類の靴ですか？
: ウォーキング用で、でも、オフィスでも履けるようなものです。

: 何かお困りのことはありますか？
: これの半サイズ、大きいものがあるかどうか、考えてい
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