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文部科学省認定社会通信教育『実用英語講座』２級クラスの受講を決意
され，勉強を始めようとされている皆さんの意欲に敬意を表します。

この講座は生涯学習を支援しようとする日本英語検定協会の主旨にのっ
とり，「実用英語」の能力養成を目的にしたプログラムです。日常生活で
求められる英語力の素地を身に付けている方を対象に，さらに実用性を高
め，社会生活で求められる実践的な英語力を養うよう，「聞く」「話す」「読む」

「書く」の４技能を伸ばし，語彙・文法も含めた総合力の養成を目的とし
ています。この講座を受講することにより，ビジネスやアカデミックな分
野だけではなく，教養を深め，確かな英語力を身に付けていただけるよう，
知的興味をそそる話題を取り上げ，さまざまなテーマの英文のリスニング
力，リーディング力と共に，実用的なスピーキング力，ライティング力を
伸ばせるように編集されています。

実用英語検定試験の合格を目指した対策講座ではありませんが，12週間
集中してBOOK 3までを学習することにより，２級で求められる実力を備
えていってください。さらに，単なる対策だけでは養うことができない４
技能全てにわたるハイレベルな英語力，語彙力・文法力を確実なものにで
きることでしょう。

さあ，自らの意志で自らを高める素晴らしい冒険に，大いなる希望を持っ
て乗り出しましょう。

Action is the foundational key to all success.
― Pablo Picasso

立命館大学 教育開発推進機構 教授
山岡憲史
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WEEK  1
さあ，１週目の始まりです。
Conversation Listening から始めましょう。
店内での会話表現を身に付けましょう。

買い物をする際の会話表現が分かる
（DAY 1～ 3 C onv er sation L istening）
品物を注文するメールが書ける
（DAY 4 Wr iting）
商品広告のチラシとそれに関連する
放送が理解できる
（DAY 5 R eal L if e R ead ing /  L istening）

1

2

3

T ar gets f or  WEEK 1
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Warm-up
以下のような状況で，あなたはどのように言いますか。

 1. When you want to ask where you can buy shoes:
  靴売り場がどこかを尋ねたいとき

 2. When you want to ask to see some watches at the shop:
  店内で，時計をいくつか見せてもらいたいとき

 3. When you want to ask whether the coat you like comes in different colors:
  気に入ったコートの色違いがないかを尋ねたいとき

 4.  When you want to tell the clerk that you are looking for a gift for your 
younger sister at the shop:

  店内で，妹への贈り物を探していることを店員に伝えたいとき

 5. When you want to know the price of the computer:
  コンピューターの値段を知りたいとき

 6. When you want to ask whether you can pay by credit card:
  クレジットカードで支払えるかどうかを尋ねたいとき

上記1～6の解答例を聞きましょう。

C onv ersation L istening
WEEK  1 
D A Y  1

この DAY の解答・解説は別冊「解答・解説」の p. 2 〜 3

C D1- 02

Step 1

Step 2
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対話１
対話１を聞き，S tep 1～8に挑戦しましょう。
まずは答えを確認せずに S tep 3まで取り組みましょう。

対話１を聞き，状況に合う絵を選び，数字を໐で囲みましょう。

対話１を再度聞き，以下の情報を聞き取りましょう。

 1. what Jun wants to buy

 2. the amount of money that Jun can pay for the item

 3. two colors of the item which the clerk showed to Jun at his request

以下の文が対話１の内容に合っていれば T を，合っていなければ F を，（　　）内
に書き入れましょう。

 1. Jun wants to buy a sweat suit. (	　　	)

 2. Jun’s budget is sixty dollars maximum. (	　　	)

 3. The clerk showed Jun an orange one first. (	　　	)

 4. Jun asked the clerk to show him light-colored ones.  (	　　	)

 5. Jun wants to try on the brown one and the dark green one. (	　　	)

C D1- 03

C D1- 03Step 1

Step 2

Step 3

W
E

E
K

 1 
D

AY 11 2 3 4
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下線部に適切な単語を書き入れ，対話１の内容をまとめましょう。
※同じ番号の下線部には，同じ単語が入ります。

Jun went shopping to get a ①　　　　　　　　　　 for ②　　　　　　　　　　 dollars or less.  

The ③　　　　　　　　　　  showed him an ④　　　　　　　　　　  one, but he didn’t like its       

⑤　　　　　　　　　　.

Then he looked at the same ①　　　　　　　　　　 in different colors.

F inally, he decided to try them on in the ⑥　　　　　　　　　　 room.

ouの発音

ouの発音は次の４種類です。それぞれを確認しましょう。

[    ] country    couple    cousin    double    rough    touch    tough

[    ] about    amount    discount    house    mouth    ounce    round

[    ] coupon    group    route    soup

[    ] shoulder    soul

C D1- 04

Step 4

発音チェック

ʌ
au
uː
ou
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音声に合わせてスクリプトを音読しましょう。

〈対話１〉
Clerk : Hello.  May I help you?
Jun : Yes.  I’d like to buy a sweater.
Clerk : What’s your price range?
Jun : My budget is fifty dollars or less.
Clerk : Certainly.  How about this orange one?  It’s one-size-fits-all.
Jun : Umm ...  Do you have the same design in a little quieter color?
Clerk : All right.  We have this in brown and in dark green.  Here you are.
Jun : Thanks.  May I try them on?
Clerk : Sure.  The fitting room is over there.
Jun : I see.

音声に従い，ジュンの役になってロールプレイをしましょう。
ポーズの間にジュンの発話部分を言いましょう。

音声に従い，店員の役になってロールプレイをしましょう。

対話１に登場した単語と表現の意味を調べ，右側に書き入れましょう。

C D1- 03

C D1- 05

C D1- 06

English Japanese

① What’s your price range?

② budget

③ one-size-fits-all

④ design

⑤ quiet

⑥ Here you are.

⑦ try ... on / try on ...

⑧ fitting room

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

W
E

E
K

 1 
D

AY 1
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Review
p. 9の対話１を再度聞きましょう。

対話１のジュンの発話部分を，以下の日本語を参考にして言いましょう。

 Clerk : Hello.  May I help you?
Jun : はい。セーターを買いたいんです。

Clerk : What’s your price range?
Jun : 予算は50ドル以内です。

Clerk : Certainly.  How about this orange one?  It’s one-size-fits-all.
Jun : うーん…  同じデザインで，もう少し地味な色はありますか。

Clerk : All right.  We have this in brown and in dark green.  Here you are.
Jun : ありがとう。試着してもいいですか。

Clerk : Sure.  The fitting room is over there.
Jun : 分かりました。

再度対話１を聞き，下線のジュンの発話部分を書き取りましょう。

 Clerk : Hello.  May I help you?

 Jun : Yes.                                                                                .

 Clerk : What’s your price range?

 Jun :                                                                                           .

 Clerk : Certainly.  How about this orange one?  It’s one-size-fits-all.

 Jun : Umm ...                                                                                                     ?

 Clerk : All right.  We have this in brown and in dark green.  Here you are.

 Jun : Thanks.                                                                     ?

 Clerk : Sure.  The fitting room is over there.

 Jun :                                            .

C onv ersation L istening
この DAY の解答・解説は別冊「解答・解説」の p. 3 〜 4

WEEK  1 
D A Y  2

C D1- 03

C D1- 03

Step 1

Step 2

Step 3
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対話２
対話２を聞き，S tep 1～8に挑戦しましょう。
まずは答えを確認せずに S tep 3まで取り組みましょう。

対話２を聞き，状況に合う絵を選び，数字を໐で囲みましょう。

対話２を再度聞き，以下の情報を聞き取りましょう。

 1. May’s problem

 2. what the clerk said to May after checking her computer

 3. what the clerk answered when May asked him about the repair charges

以下の文が対話２の内容に合っていれば T を，合っていなければ F を，（　　）内
に書き入れましょう。

 1. May went to the shop to buy a new computer. (	　　	)

 2. May brought her computer to the shop. (	　　	)

 3. The clerk checked May’s computer. (	　　	)

 4. May’s computer doesn’t need to be repaired. (	　　	)

 5. May has already gotten the estimate. (	　　	)

C D1- 07

C D1- 07

Step 1

Step 2

Step 3

W
E

E
K

 1 
D

AY 2

1 2 3 4
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下線部に適切な単語を書き入れ，対話２の内容をまとめましょう。
※同じ番号の下線部には，同じ単語が入ります。

May had a problem with her ①　　　　　　　　　　　　.  The hard disk was making a

②　　　　　　　　.  She asked the ③　　　　　　　　 to check it.  According to his explanation,

her ①　　　　　　　　　　　　  needed to be ④　　　　　　　　　　　　 .   May asked him 

how much she had to ⑤　　　　　　　　   for it, and she waited for him to draw up an 

⑥　　　　　　　　　　　　.

言いよどみの表現

メイは店員に話し掛ける際，Excuse me. Uh ...「あのー。えーと…」と言っていますね。
他にもWell ...「えーとですね…」Err ...「あのー」という表現を使っています。ここでは，言
葉に詰まったときなどに使う表現を見ていきましょう。
　適切な言葉が見つからずすらすら話せないということは，日本語で話すときでもよくありま
す。英語で話すときはなおさらです。そういう場合は，言いよどみの表現を使って話をつなぐ
ようにしましょう。

ah「あのー」など　　umm「うーん，そのー，えーと」
I mean ...「つまり…，…って言うか」
kind of / like / sort of「～のような，～みたいな」
let’s see「えーと，うーんと，そうねー」
you know「ほら，あのー，えー」
what’s the word「何て言うんだっけな」
how can I explain「何て説明したらいいのかな」

＊上記の表現も場合によってはカジュアルになり過ぎてしまうことがあるので，
　気を付けましょう。また，多用し過ぎるのもよくありません。

対話２に出てきたコンピューター用語
・hard disk：ハードディスク（同 hard disc）　　　・backup：バックアップ
・data：データ（datumの複数形）

Step 4
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音声に合わせてスクリプトを音読しましょう。

〈対話２〉
May : Excuse me.  Uh ...  Will you have a look at my computer?
Clerk : Sure.  What’s wrong with it?
May : Well ...  The hard disk makes a strange noise these days.
Clerk : OK.  Let me have a look.
May : Err ...  How is it?
Clerk : Your computer is in need of repair.  Did you make a backup of your data?
May : Yes, of course.  Well ...  How much will I have to pay to have it fixed?
Clerk : I’ll draw up an estimate.  Just a moment, please.

音声に従い，店員の役になってロールプレイをしましょう。
ポーズの間に店員の発話部分を言いましょう。

音声に従い，メイの役になってロールプレイをしましょう。

対話２に登場した単語と表現の意味を調べ，右側に書き入れましょう。

English Japanese

① Will you have a look at …?

② What’s wrong with …?

③ Let me have a look.

④ How is it?

⑤ in need of …

⑥ repair

⑦ have … fixed [repaired]

⑧ draw up …

⑨ estimate

Step 5

Step 6

Step 7

Step 8

C D1- 07

C D1- 08

C D1- 09
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