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めざせ 1 級！ 英語上級者への道 ～Listen and Speak Ⅲ～  

第 5 回 スーパーマーケット心理学 

＜日本語訳＞ 

 

 1  Dialogue for Introduction 

 

T: エドワード！君に会えるなんてうれしいよ！ このスーパーで君が買い物をするとは知らなか

ったよ。 

E: 確かにうれしいね。僕はこの素晴らしい店の常連客なんだよ。 

T: 君のショッピングカートはかなり高そうな品物でもう一杯になっているようだね。まだ入口

近くにいるというのに。君が選んだものは、全部、特価での提供品なのかな。 

E: そうじゃないんだ、テツ。実を言うと、僕はちょっとした食い道楽なんだ。ここには来週の

食べる喜びがあるという訳なんだよ。 

T: とても素敵な品物がこのショッピングカートには入っているね。フォアグラ、アスパラガス

の缶詰め、アーティチョーク、乾燥トマト、それにカキの燻製。えっと、もっと毎日食べる普通

の食料は必要ではないのかな？ 

E: もちろん、必要だよ。でも、そういった食料品は店の奥の方の、すこし不便な所に置かれて

いるんだ。まあ、そう考えると、この店の売り場づくりの計画はよく考えられたものではなさそ

うだね。 

T: 友よ、彼らは無茶をやっているようだが、実は、計算ずくのようにも思えるな。店の経営者

たちは、意図的に、こうしたより高い商品に君を引きつけようとしているみたいだ。 

E: そうだよ！ 今月のテーマがまるで磁石のように僕らを素晴らしい学びの方向に引き寄せてい

るみたいだ。さあ、始めようか。 

T: そうしよう！ 

 

 

 2  Listen to the passage and answer the questions that follow. 

 

スーパーマーケット心理学  (2014 年度 第 1 回  準 1 級 C No.17, No.18) 

スーパーマーケットは消費者の支出を促すため、宣伝あるいは安売りといったたくさんの戦略

を使う。商品の陳列も大切である。一般的に、買い物客は目の高さに陳列された商品により惹き

つけられると考えられている。それで、スーパーマーケットはその高さにより高価な品物を置く。

しかし、消費者分析の専門家であるサイモン・スキャメル=カッツは、この考えは間違いである

と考えている。彼は買い物客の目の動きを追跡し、彼らが腰と胸の高さの間にある棚にもっと目

をやるということを見つけた。高価な商品がその高さに移されると、それらの商品の売上は増加

した。  

パンやミルクのような主食となる食べ物を店の奥の方に置くことも恐らく間違いであろう。買

い物客が店の中をずっと歩いて行く時に追加の品物を買うことを期待して、スーパーマーケット
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はよくそのようにする。しかし、新しい研究によると、この戦略は買い物客をいらいらさせるこ

とになるので、もし毎日食べる食べ物が不便な場所に置かれていると、特別なものや贅沢な商品

の販売はより少なくなるとのことである。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 

No.1 サイモン・スキャメル=カッツ はスーパーマーケットについてどんなことを発見しまし

たか。 

No.2   新しい研究はどんなことを明らかにしたのですか。 

 

 

 3  Let’s study vocabulary and expressions 

 

日本語を聞いて、エドワードの後について繰り返してください。 

 

1 戦略 strategy 

2 安売り special offer 

3 消費者支出 consumer spending 

4 引き付ける attract  

5 ～を置く place ～ 

6 たどる、追跡する track 

7 主食 staple food 

8 追加の additional 

9 ～をいらいらさせる annoy ～ 

10 不便に inconveniently 

11 ～を置く position ～ 

12 ぜいたく品 luxury good 

 

 

 4  Listen to the passage and once more answer the two questions that follow. 

 

スーパーマーケット心理学  (2014 年度 第 1 回  準 1 級 C No.17, No.18) 

スーパーマーケットは消費者の支出を促すため、宣伝あるいは安売りといったたくさんの戦略

を使う。商品の陳列も大切である。一般的に、買い物客は目の高さに陳列された商品により惹き

つけられると考えられている。それで、スーパーマーケットはその高さにより高価な品物を置く。

しかし、消費者分析の専門家であるサイモン・スキャメル=カッツは、この考えは間違いである

と考えている。彼は買い物客の目の動きを追跡し、彼らが腰と胸の高さの間にある棚にもっと目
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をやるということを見つけた。高価な商品がその高さに移されると、それらの商品の売上は増加

した。  

パンやミルクのような主食となる食べ物を店の奥の方に置くことも恐らく間違いであろう。買い

物客が店の中をずっと歩いて行く時に追加の品物を買うことを期待して、スーパーマーケットは

よくそのようにする。しかし、新しい研究によると、この戦略は買い物客をいらいらさせること

になるので、もし毎日食べる食べ物が不便な場所に置かれていると、特別なものや贅沢な商品の

販売はより少なくなるとのことである。 

 

【質問】 

次の 2 つの質問に、それぞれ 30 秒以内で答えてください。 

No.1 サイモン・スキャメル=カッツ はスーパーマーケットについてどんなことを発見しまし

たか。 

No.2   新しい研究はどんなことを明らかにしたのですか。 

 

 

 5  Repetition and Interpretation Drill 

 

英文がポーズ付きで読まれます。また日本語の訳が流れます。 

 

1) ポーズの間に英語をリピートしましょう。きちんとリピートできるようになるまで何度も練

習しましょう。 

2) 聞きながら、ポーズの間に日本語に通訳しましょう。モデルの日本語が流れるまえに、自分

の訳を言い終えることができるように、何度も練習しましょう。 

3) 英文が聞こえるのと同時に、シャドーイングをしてみましょう。さらにポーズの間に日本語

に通訳しましょう。 

 

スーパーマーケット心理学 

スーパーマーケットはたくさんの戦略を使う / 

たとえば、宣伝あるいは安売りなどであるが / 

その目的は消費者の支出を促すためである。// 

商品の陳列も大切である。// 

一般的に次のように考えられている / 

買い物客は目線の高さに陳列された商品により惹きつけられると、/ 

それで、スーパーマーケットはその高さにより高価な品物を置く。// 

消費者分析の専門家であるサイモン・スキャメル=カッツは、しかしながら、/ 

これが間違いであると考えている。// 

彼は買い物客の目の動きを追跡した / 

そして、彼らが腰と胸の高さにある棚にもっと目をやるということを見つけた。// 
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高価な商品がその高さに移されると / 

それらの商品の売上は増加した。// 

パンやミルクのような主食となる食べ物を店の奥の方に置くことは / 

これもまた、恐らく間違いであろう。// 

スーパーマーケットはよくそのようにするのだが / 

買い物客が追加の品物を買うことを期待してそうするのだが / 

店の中をずっと歩いて行く時に追加を買ってくれると期待して。// 

しかし新しい研究によると / 

この戦略は買い物客をいらいらさせる、/ 

それで、彼らは特別なものや贅沢な商品をより少なく買うことになる / 

もし、毎日食べるものが不便な場所に置かれていると。// 

 

 

 

 6  Model answers 

 

解答例を聞いて、自分の答えと比べてみてください。 

 

T: さて、エドワード、君の答えはどうかな。1 番「サイモン・スキャメル=カッツはスーパーマ

ーケットについてどんなんことを発見しましたか。」 

E: 彼は以前に信じられていたこに反して、買い物客は、実は、腰と胸の高さの間の棚を見渡す

ということを発見した。 

T: ありがとう。2 番「新しい研究はどんなことを明らかにしたのですか。」についてはどうかな。 

E: 新しい研究は、頻繁に使われる商品を店の奥に置くという戦略は、実は、買い物客をいらい

らさせ、もっと特別な商品の購入を減少させることになる、ということを明らかにした。 

T: ありがとう。 

 

 

 7  Challenge 1 

 

T: さて、エドワードが話をします。賛成の意見あるいは反対の意見を言ってください。最低 30

秒は話し続けるようにしましょう。 

 

E: もし、あなたのスーパーマーケットで売上を増やしたいのなら、宣伝戦略と、収益戦略に特

売を織り込むことを注意深く考えるべきだ。これらは効果的な市場開拓を考えるための二つの最

も大切な項目だ。 
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E: 模範例です。さて、テツの話を聞いてみましょう。模範例を皆さんに伝えます。よく聞いて、

自分の答えと比べてみてください。 

 

T: 宣伝や特売がとても重要な市場開拓活動であることには同意する。しかし、上手な商売に必

要な他の戦略がある。それぞれの棚の商品の位置も、店内のそれぞれの品目の配置も消費者には

大変重要であると研究が示している。ある消費分析家によれば、買い物客は腰と胸の間の高さの

棚に目をやるので、その高さにある棚により高価な、あるいは特別な商品を置くと、それらの商

品はもっとよく売れるという。 

 

 

 8  Challenge 2 

 

E: よく聞いてください。次の発言に、最低 1 分間は、反対の意見を言ってください。皆さんの

発話には、聞いた英文に書かれてあったいくつかの要点が含まれていないといけません。用意は

いいですか。 

 

T: 私は、大きなスーパーマーケットに行くのを好む。大きなスーパーマーケットには、小さな

店よりももっと多くの特別提供品がある。コンビニも含めて、こうした小さな店は多くの品物を

陳列するには小さ過ぎる。大きなスーパーマーケットでは、簡単により多くの種類のより魅力あ

る品物を見つけることができる。これはより大きな企業は顧客サービスや顧客の満足を優先させ

ることが可能であるからだと思う。 

 

T: 模範例です。ではエドワードの話を聞いてみましょう。彼が皆さんに例を示してくれます。

よく聞いて、自分の答えと比べてみましょう。 

 

E: どんな事業でも大きかろうと小さかろうと利益のために存在する。より大きなスーパーマー

ケットでは購入するためのより多くの種類の品物を見つけることができる一方、そうした店の販

売戦略は、不必要な品物を客が買うように考えられている。スーパーマーケットは、これまでは

パンやミルクのような毎日必要なものを店の奥に配置していた。これらの日用品を求める多くの

買い物客にとっては不便ではあるが、この販売戦略は消費者が毎日使う商品が棚に乗っている所

へたどり着く前に、より値段の高い特別な商品で消費者を誘惑することを狙っている。この戦略

は、最近、不便さに買い物客が不満を感じることから逆効果であることが明らかにされている。

賢い消費者はそのような戦略に気付いて自分の買い物の習慣を見直すだろう。 
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 9  Closing Dialogue 

 

T: この種の販売戦略は我々が衝動を抑えられるものならやってみろと、我々に挑んでいるのだ

と思わないか、エドワード。 

E: 僕はあまりそうだとは思わないよ。今日の買い物客はこの研究が示唆している以上に常識が

あると思わないかい。 

T: 言いたくはないんだが、エドワード、君の今のショッピングカートの中身を考えてみろよ。

その買ったものを合計すると一週間分の給料になるよ！ 

E: テツ、僕はスパルタ人のような質実剛健で質素な好みを決して求めなかったということだよ。

人生は短い、だから少しだけ素朴な喜びを味わうことをせずにはいられないのさ。 

T: 僕はコメを一袋買いにここへ来ただけなんだ。君はまるで、これから王侯貴族御一行様にぴ

ったりな食事を用意するように見えるね。 

E: まあ、落ち着いて、テツ。君と僕は二人とも立派に自分たちを制御できるじゃないか。おい、

あれを見ろよ！ 

T: すごい！ 伊勢エビだ！ 本物の伊勢海老だよ。よだれがでてきたぞ。二つ残ってる。僕ら一人

に一尾ずつだ！ 

E: 誰か他の人があれを手に取る前に急ごう！ 

T: あれ、なんだか変な気分だな。だって、コメを一袋買うつもりだけだったのに。あしたのレ

コーディングセッションまでお金を少し貸してくれないかな？ 

E: 気持ちは分かる、衝動にかられている友よ！ ちょっとした享楽のためならなんでもありって

ことなんだ！ 

T: おっと。僕は自分が言った考えを証明してしまったようだ。 

E: 気にすることはないさ。伊勢海老を持って支払いをしつつ、皆さんにその問題は預けておこ

う。 

T: いい考えだ。じゃ、いつものように… 

E&T: また、お会いしましょう！ 
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★講師陣プロフィール★ 

 

◇中西 哲彦 （Tets Nakanishi） 

日本福祉大学国際福祉開発学部准教授、アルファ英語会顧問、NPO 愛知善意ガイドネット

ワーク理事。 

愛知教育大学出身。三重県立高校、大手英語学校を経て、現在、小学生～社会人まで幅広い

層を対象に英語を指導している。英検セミナー派遣講師として各地の特別授業や英語教育セ

ミナーにて活躍。2007 年度まで、5 年間にわたって三重県英語教員集中研修講師も務めた。 

 

◇エドワード・スクラグス （Edward Scruggs） 

テネシー出身。比較文学の分野で博士号、音楽の分野で修士号。 

翻訳、英語教授に大活躍し、現在、椙山女学園大学国際コミュニケーション学部准教授を務

めるほかアルファ英語会（津市）アドバイザーとしても活躍中。 

ァ英語会（津市）アドバイザーとしても活躍中。 

 


