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“Shopping” Outline ５０分  
学校訪問前の先生の準備 

Teacher Preparation Before School Visit 

Classroom teachers have been asked to prepare 
students in advance.   

先生には生徒への事前準備をお願いしています。 

 Classroom desks formed into four stations with 

for students to walk around.  Chairs will be 

moved to classroom perimeter.  - 生徒が歩き回

れる程にスペースを開け、机の島を４つ

作ってください。残りの机と椅子は教室の

周りに避けて下さい。 

 Teacher distributes phrase sheets received from 

JIS coordinator - ショッピングの予習シート

を先生が生徒に配布して下さい。 

 Students practice phrases - 生徒にお客さんの

表現を練習させておいて下さい。 

  
Preparation Before Class 

 Ask teacher to set up PPT “Shopping”  PPT の設

定を先生にお願いして下さい。 

 Set out contents for each “store”:  store items, 

store sign, money box/calculator - 各島に設置

するもの：お店の製品、お店の看板、現金

箱と計算機 

 Check Japanese level with teacher - 日本語レベ

ルを先生と確認して下さい。 

 Check with teacher for presenting in English or 

Japanese - プレゼン紹介を英語、または日本

語のどちらでするかを先生と確認して下さ

い。 

 Check class size with teacher - this will deter-

mine number of shopping groups - グループ編

成のため生徒人数を確認して下さい。  

 
I.  Volunteer & Presentation Introductions  -  

17 minutes 

ボランティアの 

自己紹介・プレゼン紹介 １７分  

 
A. Volunteer/Leader Introductions  

 プレゼンリーダー、ボランティアの自己紹介 

B. Visit Components: 

 Counting money - お金の数え方の練習 

 Words and Phrases - 単語と表現の練習 

 Counters - 数え方の練習 

 Post-Shopping Report - 先生へのレポート 

             課題 

C. Number students off into 6 groups (if fewer than 
20 students, then group into 3-4 students) 

       生徒を６グループに分けて下さい。生徒数   

  が２０人以内の場合、３人グループ、また 

  は４人グループに分ける。 

D.  Each group chooses group leader - 各グループ 

  はリーダーを決めて下さい。 

 

 

 

 

II. Role Plays  - 30 minutes 

ロールプレー ３０分 

 
A.  Approximately 15 minutes per ”shopping trip” 
B.  After each trip, group gets new shopping card 
C.  Group chooses new leader for each trip 
 
 
 

III.  Conclusion  -  3 minutes 

 まとめ ３分 

 
A.  What was the experience like? 
B.  What did you learn today? 
C.  Any other comments or questions? 
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Shopping Presentation & Script 
1.  Shopping 
 

Leader and volunteers introduce themselves.                        

JISの全員は日本語で自己紹介する。  例： 「お早うございます(こんにち

は）。 私の名前は、〇〇です。 宜しくお願いします。」 
 

Leader:  How many of you have been to Japan? 
          Did you buy anything? 
          What do you want to buy if you go to Japan? 
 

Give students time to answer. 生徒の回答を待つ。 
 

    Today we will learn how to go shopping. 
 

 
2. Today’s Shopping Visit 
 

Leader:  These are the things we are going to learn today. 
 

Leader reads off the English headings for the presentation as       
volunteer clicks on new items. 
ボランティアが次の見出しをクリックしている時に、リーダーはその英語見出しを

読んで下さい。 

Leader:  There are many different places you can shop in Japan. 
    In the next few slides we will see some examples. 
 
 
 
3. Malls 
 

Leader:   Here are some examples of Japanese malls. 
    Do you recognize any of the brands on the upper right       
    picture?   
  
    Æon is a popular mall chain with malls across the country.   
 
    Since there is not a lot of space, Japanese malls build up    
    rather than spread out. 
    
 
 
4. Underground Malls 
 
Leader:  There are also malls underneath train stations. 

Click 1:    The signs overhead tell you where to take the different    
    rail lines.    
 
Leader:  Train malls are great for buying last-minute souvenirs.  
    In Japanese culture, buying “omiyage” for friends and    
    family is an important tradition with a rich history. 
 

 

5. Shopping Arcades 
 
Leader:   Shopping arcades are covered walkways, but open on either  
    end, where you can find good deals, and cheap and delicious 
    food. 
 
Click 1:    You can even ride your bicycle when there are not too many 
    people!   
 

日本で何を買いたいですか？

What do you want to buy in Japan?
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お金の数え方の練習
Counting money

数え方の練習
Counters

先生へのレポート
Post-Shopping Report

単語と表現の練習
Words and Phrases
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6.  かんこう ～ おみやげ 
 
Leader:  Another place to shop is at tourist sites. 
 
Click 1:    This is Nara, famous as an ancient capital of Japan. 
Click 2:    You can buy deer crackers to feed the deer. 
Click 3:    This is another famous tourist site, Asakusa in Tōkyō. 
Click 4:    This is a famous souvenir shopping district in Asakusa. 
Click 5:    If you buy souvenirs in bulk, you can ask the store clerk for a 
    good deal by saying:  安くしてください。 
 

7.  数えられますか？ 
Leader:  This is Japanese money.  But it’s fake!  Can you count it? 
 

1. Leader points to each coin/bill & asks class in Japanese:           
  「いくらですか？」 
2.  Leader points to all coins and asks class in Japanese:      

  「これらは全部でいくらですか？」（６６５円） 
3.  Leader then indicates all money on screen & asks class:  

  「これらは全部でいくらでしょうか？」（１６，６６５円） 
    Yes, you’re right.  Very good! 
 

1.  リーダーが表示の円玉や円札を一枚ずつ指してクラスに日本語で聞きま

す：          

    「いくらですか？」 

2.  リーダーが円玉を全部指して日本語でクラスに聞きます：                                     

     「これらは全部でいくらですか？」（６６５円） 

3.  リーダーが円玉、円札を全部指して日本語でクラスに聞きます： 
   「これらは全部でいくらでしょうか？」（１６，６６５円） 
 
 
8. いくらですか？ 

 
Leader asks class in Japanese to name the amount for each line. 
リーダーはクラスにそれぞれの金額を答えさせて下さい。 
 
 
 
 
 
9.  いくらですか？ 
 
Continuation of slide 8. 
スライド8の続き。 
 
 
 
10.  郵便局 - ゆうびんきょく 
 
Leader:  You will visit 4 stores today.  One of them is the Post Office. 
 
Click 1:  Volunteers will be stationed at each store.  After the leader   
introduces the store, the volunteer will hold up the items on the list and 
say the word for the class to repeat.  Do this 2X.  Start with PO. 
リーダーがお店を一軒ずつ紹介した後、そのお店に着いたボランティアは、スライド

表示の製品を手に持ってクラスに見せ、製品名を大きい声でゆっくりと２回繰り返し

て下さい。（郵便局から始めて下さい。） 
 
Click 2: 
Leader:  Now let’s practice the conversation.   
 
Class reads line “A” while volunteer reads line “B”. 
クラスが「Ａ」のセリフを読み、ボランティアが「Ｂ」のセリフを読んで下さい。 

©Japan-America Society of State of Washington

©Japan-America Society of State of Washington

1.

2.

3.
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4.

5.

6.
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＿＿はいくらです か？

はがき

えはがき

きって

ふうとう

ゆうパック

おくりじょう

A: はがき は いくらですか？

B: 10円 です。

A: ３ まい ください。

B: はい、30円 です。

はがき

えはがき

きって

ふうとう

ゆうパック

おくりじょう
©Japan-America Society of State of Washington
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11.  本屋 - ほんや 
 
Leader:  The next store is a bookstore.  Here are some of the items. 
 
Leader and volunteer do the same as for Slide 10. 
１０スライドと同様 
 
 
12.  コンビニ 
 

Leader and volunteer do the same as for Slide 10, 
１０スライドと同様 
 
 
 
13.  おもちゃ屋 - おもちゃや 
 
Leader and volunteer do the same  
as for slide 10. 
１０スライドと同様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.   いらっしゃいませ 
 
Leader:  In Japan, store clerks greet you by saying, “いらっしゃいませ！” 
    to welcome you into their store. 
 
   Make sure to use the tray when handing over cash.  
 
    It is impolite to hand money directly to someone in Japan. 
 
 
 
 
15.  レポート - How Was Your Shopping Trip? 
 
Leader:  When you finish your trip, go to your teacher or to one of us and 
    give a report of your visit.  We will ask you these questions: 
 
    (Read off slide) 
   なにをかいましたか？  どこで何を買いましたか？ 

   どこでかいましたか？  おつりはいくらですか？ 

 
    When you finish, get another shopping card and start a new trip! 
 
 
16. フレーズの練習 - Practice Phrases   
 
Leader:  Here are all the phrases you will need for your visit today.  
    Are there any questions about the presentation ? 

ほん

ざっし

まんが

えんぴつ

じしょ

ノート

A: まんが を さがしています。

B: どんな まんが ですか？

A: ナルト の まんが です。

B: はい、 こちらです。

ほん

ざっし

まんが

えんぴつ

じしょ

ノート

＿＿＿＿をさがしています
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コーヒー

ジュース

おべんとう

おかし

パン

タオル

＿＿＿は どこ です か？

A: コーヒー は どこですか？

B: こちら です。

A: コーヒーを ２ほん ください。

B: はい、200円です。

コーヒー

ジュース

おべんとう

おかし

パン

タオル
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ゲーム

トレカ

フィギュア

けんだま

シール

にんぎょう

A: すみません。
シール を 買いたい です。

B: どんな シール ですか？

A: どうぶつ の シール を ください。

B: はい、 こちら です。

_____ を 買いたい です。

ゲーム

トレカ

フィギュア

けんだま

シール

にんぎょう
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1.  これ（それ）は なん ですか？

2.  ＿＿＿は、いくら ですか？

3.  これ（それ）を ください。

4.  ＿＿＿を さがして います。

5.  ＿＿＿は、どこ ですか？

6.  ＿＿＿を かいたい です。

7.  ＿＿＿を ください。

8.  ＿＿＿を＿＿＿ください。
9.  もうすこしやすいのがありますか？

お金を
トレーに

おいてください

＿＿さつ

＿＿ほん（ぼん・ぽん）

＿＿まい

＿＿こ
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生徒は、

なにをかいましたか？
どこでかいましたか？
どこで何を買いましたか？

おつりはいくらですか？

を、先生にレポートする。

Students tell teacher:

What did you buy?
Where did you buy it?
What & where?

How much change?

©Japan-America Society of State of Washington
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   Practice Sheet for Shopping     

We will make believe that we are going shopping in Japan where no one understands English.  

There will be 4 stores - Post Office, Bookstore, Toy store and Convenience Store.   

Please practice these words and phrases before JIS comes to your  classroom!    

お会いできるのを楽しみにしています。 がんばって練習して下さい。   

         

  Post Office  ゆうびんきょく  Counters    

    切手 きって Stamps ～まい       

    葉書 はがき Postcards ～まい       

    封筒 ふうとう Envelops ～まい       

    航空便 こうくうびん Air mail ～まい       

    小包み こづつみ Packages ～こ   ～はこ   

    郵送料 ゆうそうりょう Postage ～円       

         

  （日本語）   Can you translate to English?  

フレーズ 1 アメリカまで パッケージ（こつづみ） を おくりたいのですが。。。    

 2 はこだい は いくらですか？      

 3 ゆうそうりょう（きって） は いくらですか？     

         

  Convenience Store  コンビニ  Counters    

    スナック   Snacks ～つ ～こ     

    缶ジュース かんジュース Canned drinks ～ほん       

    ペットボトル   PET bottled drinks ～ほん       

    ハンバーガー   Hamburgers ～つ ～こ     

    ホットドッグ   Hot dogs ～つ ～こ     

    サンドウィッチ   Sandwiches ～つ ～こ     

    ドーナツ   Donuts ～つ ～こ     

    PET = Polyethylene terephthalate   

         

  Bookstore ほんや  Counters    

    ノート   Notebooks ～さつ       

    ペン   Pens ～ほん       

    鉛筆 えんぴつ Pencils ～ほん       

    封筒 ふうとう Envelopes ～まい Packages ～つ   

            Single ～まい   

    便箋 びんせん Stationery ～さつ Packages ～セット ～くみ 

          
Single 
Sheets ～まい   

    辞書 じしょ Dictionaries ～さつ       

    ＣＤ ＣＤ Cds ～まい       

    雑誌 ざっし Magazines ～さつ       

    漫画 まんが Comics ～さつ       

    地図 ちず Map ～つ       

    絵葉書 えはがき Postcards ～まい       
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  Toy Store おもちゃや  Counters    

    ミニカー   Mini Cars ～だい       

    プラモデル     ～つ       

    トレーディングカード   Trading Cards ～まい       

    フィギュア   Figures ～つ       

  ＊フィギュア(Figure)は日本においては主に、キャラクターやロボット等の立体造形物をさす言葉。 

  本来の意味は”人の形をしたもの”  Action figure like Superman.     

         

  （日本語）     

フレーズ 4 これ（それ）は何ですか？      

 5 これ（それ）を下さい。      

 6 それは いくらですか？      

 7 ～円しか ありません。      

 8 ～を さがしています。      

 9 もうすこし やすいのがありますか？      

 10 ～円くらいのをさがしています。      

 11 ～円くらいの～をさがしています。      

 12 これで かえるもの が ありますか？      

         

         

         

         

* Report to the teacher       

  What did you buy? / Where did you buy? / How much change do you have?  

フレーズ 13 わたしたちは ～を ～で かいました。      

 14 ぜんぶで ～でした。      

 15 おつりは ～です。       

         

＊ お金のやりとり おつりトレーを利用してください。    

フレーズ 16 こぜに は ありますか？      

 17 いちまんえん しか ありません。      

 18 おつり を 下さい。       

 19 りょうがえ して 下さい。      

Practice Sheet, Cont’d 


