
 

 

G.E.C  

  

～岐南中学校英語チャンネル～ 

 

『３年生 Let’s Talk⑦ 

（２年生教科書）』 
 

 

 

 



 
  Hello! Everyone!! 今日は，『Let’s Talk⑦』につい

て勉強しましょう。 

 ２年生の教科書の１０９ページを開いてください。

次のページから，昨年度末に学習することができなか

った『Let’s Talk⑦ 買い物をしよう』の学習プリン

トがあります。 

まずは，昨年度と同じように，ノートに予習をしま

しょう。その後，プリントを使って，ポイント文の確

認，単語の意味確認と書き練習，教科書のポイント確

認，日本語訳の確認，ポイント文で学習した新出表現

を使った作文を行いましょう。 

穴うめになっている部分については，３枚目以降に

答えプリントがあります。 

プリントを準備することが難しい場合は，ノートに

書きましょう。 

また，単語と本文の読みの動画もあるので，読み方

はそちらで確認してください。 

 

 
 



NEW CROWN2  Lesson8 Let’s Talk7  p109 

Class[   ] No.[   ]  Name[                                ] 

Talking Point 

 

 

 

 

 

 

[Words]      意味                                練習 

pay 払う  

that much そんなに多く  

style 型  

same 同じ  

size サイズ  

I’ll take it. それをもらいます  

[本文]                                 

Kumi : I like this shirt. But I can’t pay that much. 

 [私、このシャツ気に入ってるわ。でも、（       ）払えないわ。] 

Clerk : I see. We also have this style. 

   [分かりました。当店にはこの型もあります。] 

Kumi : Nice. But it’s too large. 

[すてきね。でも（      ）ます。 ] 

Clerk : How about this? It’s the same shirt in your size. 

[こちらはいかがですか？あなたのサイズと（   ）シャツです。] 

Kumi : Perfect. I’ll take it. 

[ぴったりだわ。それをもらいます。] 

 

[Idea Box] 

○～を探しています。            [                             ] 

○サイズはどれくらいですか。     [                                          ] 

○デザインが気に入りません。         [                                         ] 

○もっと明るいものがいいです。       [                                         ] 

※暗いもの [                           ] 
￥ 

書いてみよう 

①この帽子は小さすぎます。 
 

                                          
②このカレーは辛すぎます。 
  
                                          

③このかばんは重すぎます。 

 
                                          

☆苦情を言う・提案する 

Kumi：This shirt is too (          ). 
                     ～すぎる 

（このシャツは大きすぎます。） 

Clerk : (      ) (           ) (        )？ 
～はどうですか 

（こちらはいかがですか。） 

～はどうですか？は 

How about ～?を使うんだったね。 

この take は「（品物を選んで）

買う」という意味 

this stale を指す 
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[Words]  ※単語はここだけでなくノートなどにたくさん書いて覚えましょう。 

pay 払う  

that much そんなに  

style 型  

same 同じ  

size サイズ  

I’ll take it. それをもらいます  

[本文]                                 

Kumi : I like this shirt. But I can’t pay that much. 

 [私、このシャツ気に入ってるわ。でも、（ そんなに多く ）払えないわ。] 

Clerk : I see. We also have this style. 

   [分かりました。当店にはこの型もあります。] 

Kumi : Nice. But it’s too large. 

[すてきね。でも（ 大きすぎ ）ます。 ] 

Clerk : How about this? It’s the same shirt in your size. 

[こちらはいかがですか？あなたのサイズと（ 同じ ）シャツです。] 

Kumi : Perfect. I’ll take it. 

[ぴったりだわ。それをもらいます。] 

 

[Idea Box] 

○テニスシューズを探しています。     [ I’m looking for ~ tennis shoes. ] 

○サイズはどれくらいですか。     [ What size do you want? ] 

○デザインが気に入りません。         [ That’s not my style. ] 

○もっと明るいものがいいです。       [ I’d like a brighter one. ] 

※暗いもの [ a darker one ] 
￥ 

書いてみよう 

①この帽子は小さすぎます。 
 

 This cap is too small.                  
②このカレーは辛すぎます。 
  
 This curry is too hot.             
③このかばんは重すぎます。 

 
 This bag is too heavy.          

☆苦情を言う・提案する 

Kumi：This shirt is too (  large  ). 
                     ～すぎる 

（このシャツは大きすぎます。） 

Clerk : (  How  ) (  about  ) (  this  )？ 
～はどうですか 

（こちらはいかがですか。） 

～はどうですか？は 

How about ～?を使うんだったね。 


