
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。 

       

 ＠ 郵便局  ゆうびんきょく Post Office Counters   

   葉書 はがき Plain Postcard ～まい   

   絵葉書 えはがき Picture Postcard ～まい   

   封筒 ふうとう Envelope ～まい   

   切手  きって  Stamps  ～まい    

   ゆうパック ゆうぱっく Priority Mail ～まい  ～はこ 

   送り状 おくりじょう Address Label ～まい   

            

 ＠ コンビニ   Convenience Store Counters   

   お菓子 おかし  Snack ～つ ～こ 

   ジュース じゅーす Juice ～ほん ～つ  

   お弁当 おべんとう  Box Lunch ～こ ～つ 

   コーヒー こーひー Coffee ～ほん ～つ 

   パン ぱん Bread ～つ ～こ 

   タオル たおる Towel ～まい   

        

 ＠ 本屋 ほんや Book Store Counters   

   ノート のーと Notebook ～さつ   

   鉛筆 えんぴつ Pencil ～ほん   

   本 ほん  Book  ～さつ   

   辞書 じしょ Dictionary ～さつ   

   雑誌 ざっし Magazine ～さつ   

   漫画 まんが Comic ～さつ  ～かん 

            

 ＠ おもちゃや Toy Store Counters   

   ゲーム げーむ Game Console ～だい   

   トレカ   とれか Trading Card ～まい   

   フィギュア ふぎゅあ Figure ～たい ～こ  

   けん玉 けんだま Kendama ～つ   

   シール しーる Sticker ～まい   

   人形 にんぎょう Doll ～たい ～つ 



  そのほか       

   ショッピングモール  しょっぴんぐもーる Mall    

   地下街 ちかがい Underground mall    

   商店街 しょうてんがい Shopping Arcade    

   お土産 おみやげ Souvenir    

   お金 おかね Money    

   お釣り おつり Change    

   小銭 こぜに Coin    

          

 フレーズ       

おみ

せで 
1 いらっしゃいませ。 Welcome.  

2 すみません。 Excuse me.  

  3 これ （それ） は 何 ですか？ What is this (that)?   

  4 ＿＿＿は いくら ですか？ How much is ___?   

  5 ＿＿＿を さがして います。 I’m looking for ___.   

  6 ＿＿＿は どこ ですか？ Where is ___?   

  7 ＿＿＿を かいたい です。 I want to buy ___.   

  8 もの を かず ください。 Can I get __ of __.  

  9 もうすこし やすい のが ありますか？ Do you have a cheaper one?   

  10 ＿＿円くらいの ものを さがしています。 I’m looking for  ___ for about ＿＿ yen.  

  # やすくして ください。 Please give me a discount.   

お金

のやり

とり 

12 こぜに は ありますか？ Do you have any change coins? 

13 いちまんえん しか ありません。 I only  have a 10,000 yen bill. 

  14 おつり を ください。 Please give me the change. 

  15 りょうがえ して ください。 Can I get change for a ___ ? 

*Repor
t to the 
teacher  

# わたしは ものを ばしょで かいました。   I bought something at the store. 

# ぜんぶで ＿＿円 でした。  The total was ____ yen. 

# おつりは ＿＿円 です。  ___ yen is your change. 


