CHAPTER

1

Shopping

事前学習 1

事前学習 2

雪だるま式語彙テストに備えましょう。今回

Part 3の音声を聞き、ディクテーションをし

の出題範囲はVocabulary 1です。まず、

ましょう。授業で答合わせをします。音声を

Vocabulary 1を解いたら、音声を聞き、

聞いた回数を記録しながら行ってください。

辞書を使い正答を得て、日本語から英語訳

→DICTATION（p.10）

ができるように覚えてください。

結果

雪だるま式語彙テスト

／5

Vocabulary 1から5問（日本語 → 英語）
Audio①

Vocabulary 1
1

2

次の1～20の語句を英語にしましょう。

1. 返金を求める ask for a _

2. 店員 shop _

3. それを配達してもらう have it _

4. 腕を組んだ状態で with one’
s arms _

5. 購入、購入品（名）_

6. 幅広い～ a wide _ of ~

7. 家電製品 home _

8. 客に応対する _ to a customer

9. 休みをとる take a _ _ 10. ～の最新型 the _ _ of ~
11. 直ちに _ away

12. 朝一番に _ _ in the morning

13. 今日後ほど _ today

14. 10パーセントを超える _ 10%

15. 検索機能 search _

16. AからBに至るまで _ from A to B

17. 机のものはご自由にお取り下さい。 Please _ _ to anything on the table.
18. ノートパソコンとタブレットしか取り扱っておりません。 We _ only laptops and tablets.
19. 時間の節約になるでしょう。 It will _ you time.

t _ you _ .
20. ご期待を裏切ることはありません。 We won’

2

Pair Practice：以下に従い、Vocabulary 1の語句を瞬時に「日本語 → 英語」にできる
ように、ペア（AとB）でそれぞれ1分間交代で練習しましょう。

A：教科書を見ながら、日本語をBに素早く次々に与える。
B：教科書を閉じたまま、Aが与える日本語を即座に英語にする。
A：Bが即座に英語にできなければ、すぐに英語を教える。

（p.115）
「基本文型」
GRAMMAR REVIEW 1：

「基本文型」について確認しましょう。
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PRACTICE : LISTENING SECTION
Part 1

Listen and select the one statement that best
describes what you see in the picture.

1. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

Part 2

Listen and select the best response to each question
or statement.
3. Ⓐ Ⓑ Ⓒ

2. Ⓐ Ⓑ Ⓒ

4. Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Listen and select the best answer to each question.

1. Who is Wendy Browne?
（A） A customer
（B）A shop owner
（C）A shop assistant
（D）A color coordinator

2. Why is the man calling the shop?
（A） To get some information about a new smartphone
（B）To speak to a shop owner
（C）To ask for a refund
（D）To report a problem with his recent purchase

3. What will the man probably do next?
（A） Call the shop again
（B）Meet Ms. Browne
（C）Write a complaint letter
（D）Go to the shop
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2. Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ

1. Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Part 3

Audio①

Audio①

5〜6

Audio①

7〜9

Part 4

Listen and select the best answer to each question.

Audio①

10〜12

1. What does the speaker imply when he says,“you name it, and we have it at
s online shop”
?
Beck’
（A） The shop’
s name is Beck’
s.
（B）They carry all sorts of items.
（C）They are going to change the name.
（D）You must leave your name at the end of your call.

2. According to the speaker, why is online shopping popular?
（A） It is easier.
（B）It is cheaper.
（C）It is more reliable.
（D）It is more fashionable.

3. Why are the listeners told to visit a Web site?
（A） To get more information
（B）To ask for a refund
（C）To sign up for a membership
（D）To download an order form
今日のLISTENINGの結果
／12
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DICTATION
1

Part 3の音声（Audio① 8）を聞いて、英語を書き取りましょう。書き取れない部分はカタ
カナで記すか、ブランクのままでも構いません。何度も繰り返し聞き、80パーセント以上書
き取ることを目標としましょう。最終的に仕上げたものを下に書いてください。

ディクテーションのチェック

2

自分の書き取ったものと配布されたスクリプトを照らし合わせながら、固有名詞以外で間違っ
た（聞き取れなかった）単語をスクリプトの中にマーカーで印を入れ、下の表に語数を書き入
れてください。
聞いた回数

知らなかった単語数
間違った（聞き取れなかった）単語数
スクリプトの総語数

3

10

178

エラーの確認
スクリプトを見ながら音声を聞き、エラーのあった個所を確認しましょう。
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