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３-２ 会話文の詳細を捉え、表にまとめる問題 

（３年生前期） 

 

 

 

Shop staff：(thinking in my heart…This is my first day to work at a pet shop. Oh, here 

comes my first *customer! She looks a little *lonely.) May I help you?  

Customer：Oh, I'm just looking. I saw the cute animals from outside, so I came in. 

Shop staff：They are cute. And they can be good friends to you.  

Customer：Really? Maybe I should have a pet. I'm a little lonely now.  

Shop staff：Then you should have a...cat.  

Customer：A cat?  

Shop staff：Yes. If you have a cat, you will smile every time you see it. But...  

Customer：But what?  

Shop staff：Sometimes they won't come to you when you need them. They don't follow 

your orders. So how about a dog?  

Customer：A dog?  

Shop staff：They always listen to you. They are good for lonely people.  

Customer：Why?  

Shop staff：When you feel lonely, the dog wants to cheer you up.  

Customer：I think I'll have a dog, then.  

Shop staff：Good choice. Oh, but...  

Customer：But?  

Shop staff：Sometimes a dog is noisy. It can be a problem.  

Customer：I see.  

Shop staff：So...how about *tropical fish?  

Customer：Tropical fish?  

Shop staff：Fish are good. They don't make noise. They are so beautiful. You could 

spend many hours just looking at them.  

Customer：You're right.  

Shop staff：Oh, I forgot. Keeping tropical fish is expensive. You have to use *electricity 

for the air pumps and the heater. You have to keep the light on 24 hours 

a day! So, no tropical fish. How about...a bird?  

Customer：A bird?  

Shop staff：Yes. No! I don't know... Hmm.  

Customer：Ha ha ha. You are a funny person. You made me happy.  

I don't think I need a pet anymore.  

Shop staff：What?  

Customer：Thank you for making me laugh!  

Shop staff：Oh, no. She's gone. I just wanted to help her, but I lost my first customer. 

 
【注】customer 客  tropical fish 熱帯魚 electricity 電気 

 

  

ペットショップにお客さんがやってきました。店員はどのペットを勧めていますか。また、お客さ

んは何を買うつもりでしょうか。会話文を読んで、後の問いに答えなさい。 

 

実施日   ／    

   年   組   番 氏名              
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１ それぞれのペットについて、良いところと困るところについて日本語で書き、表を 

完成さましょう。 

 

 猫 犬 熱帯魚 

良いところ 

(ア) (ウ) (オ) 

困るところ 

(イ) (エ) (カ) 

 

２ 次の問いに対する最もふさわしい答えを、ア～オの中から選び、記号で答えなさい。 

 

Q：What did the customer buy at the pet shop ? 

A：She bought (                    ) . 

 

ア a cat  イ a dog  ウ a tropical fish  エ a bird  オ no pet 

  



解答と解説 
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３-２ 会話文の詳細を捉え、表にまとめる問題（３年生前期） 

【解答】１ 

 
 

 

 

 

２ オ   

【訳例】 
店員：（心の中で…今日はペットショップで働く初日。お、お客さま第一号が来たぞ！ちょっと寂しそうに

見えるなぁ…）いらっしゃいませ！お手伝いしましょうか？ 

客：あ、とりあえず見てるだけです。外からかわいい子達が見えて、お店に入ってみたの。 

店員：かわいいですよね。それに動物は良い友人にもなってくれますよ。 

客：ほんとに？ならペットを飼うべきかしら。実は今、少しさみしくて。 

店員：それなら、猫はどうでしょう？ 

客：猫？ 

店員：はい。(1)猫を飼えば、見るたびにきっと笑顔になれますよ。でも… 

客：でも？ 

店員：(2)猫は、こちらが来てほしいときに来てくれなかったりもするので。 

猫って人の命令には従わないですから。犬はどうですか？ 

客：犬？ 

店員：犬は人の話をいつも聞いてくれます。寂しがりの人には犬が合っていますよ。 

客：どうして？ 

店員：(3)人が元気のないとき、犬は人を元気付けたいと思うんです。 

客：そうしたら、犬を飼おうかしら… 

店員：いいチョイスです。あぁ、でも… 

客：でも？ 

店員：(4)犬はうるさい時もありますよ。困らせることがあるかもしれません。 

客：なるほど。 

店員：そうしたら…熱帯魚はどうですか？ 

客：熱帯魚？ 

店員：魚はいいですよ。(5)うるさくもないし、美しい。見ているだけで、何時間も過ごせますよ。 

客：なるほどね。 

店員：あぁ、忘れていました。(6)熱帯魚を飼うのって少し高いんです。電動の空気ポンプやヒーターを使

わなければいけないので。ライトは 24 時間中つけていなければいけないし！そうすると、熱帯魚は

なしですね。じゃあ…鳥はどうでしょう？ 

客：鳥？ 

店員：そうです。いや、わからない…うーん。 

客：あはは。あなたって面白い人ね。楽しい気分になったわ。(7)もうペットはいらないわ。 

店員：なんですって？ 

客：笑わせてくれて、ありがとう！ 

店員：あれれ、行ってしまった…買い物の手伝いをしたかっただけなのに、僕の初めてのお客様がいなくな

ってしまったよ。 

【解説】 

問題１ 各問題とも当該の下線部を参照し、表にまとめることができます。 

ア、下線部(1) イ、下線部(2) ウ、下線部(3) エ、下線部(4) オ、下線部(5) カ、下線部(6) 

問題２ 下線部(7)で、客は「ペットはいらないかも」と言い、行ってしまいました。何もペットを買って

いないので、She bought no pet.が正解となります。 

 猫 犬 熱帯魚 

良いところ 
(ア )見るたびに笑顔

になれる  

(ウ )元気がないとき

元気付けてくれる  

(オ)音をたてないし、

美しい  

困るところ 
(イ)来てほしいとき

に来てくれない 

(エ)うるさいことが

ある  

(カ)飼うのにお金が

かかる  


