Lesson 35 衣料品の種類について
I’m looking for a short-sleeved shirt.

Shop

Conversation

Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer
Clerk
Customer

: Are you looking for something in particular?
: Yes. I’m looking for a short-sleeved shirt. Large.
: Right this way. Are these what you are looking for?
: Yes! Thank you.
: Is there anything else you are interested in?
: Yes. I would like to get some pants, socks, and underwear, too.
: What kind of pants? Jeans? Chinos? Cords? Dress pants?
: Something for work, so a pair of dress pants and something more casual
for after work, like denim jeans.
: Ok, let me take your measurements and then I’ll show you what we
have for pants.
: Great!
※日本語訳は3ページ目にあります

Language Focus
Are you looking for something in particular?

何か特別なものをお探しですか？

I’m looking for...

～を探しています。

Right this way.

こちらへどうぞ。

Are these what you are looking for?

お探しのものは、このようなものですか？

Is there anything else?

他に何かありますか？

I would like to get …

～が欲しいです。

Let me take your measurements.

採寸致します。

Vocabulary and Pronunciation Practice
short-sleeved
shirt
jeans

半袖
シャツ
ジーンズ

long-sleeved
pants
dress pants

長袖
パンツ（ズボン）
スラックス
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Lesson 35
I’m looking for a short-sleeved shirt.

Shop

Practice
Choose the best word from the box.
1) I like to wear this in the summer.
2) I like to wear these when I go out with my friends.
3) I prefer briefs to boxers.
4) My daughter wore this to her piano recital.
a) jeans
5) I wear this in this in the winter.

b) short-sleeved shirt
c) dress
d) sweater
e)underwear

Listening

Listen to the conversations. Circle T (True) or F (False)
Conversation 1: The customer wants to buy blue jeans.

T/F

Conversation 2:The customer wants to buy a turtleneck sweater.

T/F

Conversation 3:The customer wants to buy some special underwear.

T/F

Conversation 4:The customer wants to buy a dress.

T/F

Conversation 5: The customer wants to buy a belt.

T/F

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

beige chinos / size 32 /
cardigan sweater / M size
charcoal grey dress pants / undershirts / briefs
ski jacket / goose down / L size
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Conversation 日本語訳
店員
お客さん
店員
お客さん
店員
お客さん
店員
お客さん
店員
お客さん

: 何か特別なものをお探しですか？
: はい。半袖シャツを探しています。Ｌサイズです。
: こちらへどうぞ。お探しのものは、このようなものですか？
: はい、ありがとう。
: 他に何かご興味のあるものはありますか？
: はい。ズボンと靴下、それと下着も欲しいです。
: どんなズボンですか？ジーンズ、チノパンツ、コーデュロイ、スラックス？
: 仕事用なので、スラックスと、あと仕事後のもっとカジュアルなもの、デニム・ジーンズのようなものを。
: かしこまりました。採寸させて下さい。その後、私どもの扱っているズボンをお見せします。
: 素晴らしい。

Listening Conversations:
Conversation 1:
Clerk
Customer
Clerk

: Can I help you?
: Yes. I’m looking for red jeans. Do you carry them?
: No, I am afraid not.

Conversation 2:
Customer
Clerk

: Excuse me, I’m looking for wool cardigan sweaters.
: I see. Come this way.

Conversation 3:
Clerk
Customer
Clerk

: Do you need any help here?
: I’m looking for that new kind of underwear that heats up when you sweat. Do you carry anything like that?
: No, I’m afraid not. But you can find it at the department stores.

Conversation 4:
Clerk
Customer
Clerk

: Do you need some assistance?
: Yes. I need to get a pair of dress pants for work. I am not sure of my size.
: No problem. I can take your measurements right now.

Conversation 5:
Customer
Clerk
Customer
Clerk

: Excuse me, I ‘d like to try on these chinos. Could you tell me where the changing rooms are?
: They are right over there, next to the belts and neck ties.
: Thanks.
: Let me know if you would like to try some different sizes or colors.

＜日本語訳＞

会話 1:
店員
お客さん
店員

会話 2:
お客さん
店員

会話 3:
店員
お客さん
店員

会話 4:
店員
お客さん
店員

会話 5:
お客さん
店員
お客さん
店員

: ご用件をお伺いできますか？
: はい、赤いジーンズを探しています。こちらでは、扱っていらっしゃいますか？
: いえ、残念ながら、扱っていません。

: すいません、ウールのカーデガンを探しています。
: かしこまりました。こちらへどうぞ。

: 何かお困りのことはございますか？
: 汗をかくと発熱するような下着を探しています。こちらで取り扱ってますか？
: いえ、残念ながら。でもデパートにあると思います。

: 何かお困りのことはありますか？
:はい。仕事用のスラックスが欲しいのですが、自分のサイズが分かりません。
: 問題ありません。サイズを直ちにお図り致します。

: すいません、このチノパンツを試着したいのですが、試着室はどこにありますか？
: あちらです。ベルトとネクタイ売り場の隣です。
: ありがとう。
: 違うサイズや色を試してみたい場合は、お声をかけて下さい。
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