
SITUATION  
Chris is inviting Linda to go to a movie. 
クリスはリンダに映画に行こうと誘っています。	

Chris: Do you want to go to a  
           movie tonight? 	
        	
Linda: Sure. Are there any good  
           movies playing?	
        	
Chris: A Hayao Miyazaki film is    
           showing in Ginza.          	

DIALOGUE  	
Directions: First repeat after your tutor and then practice each role. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、それぞれの役を練習してみましょう。 	

クリス：	
今夜映画に行かない？　	
	
	
	
	
リンダ： 
いいわね。	
何かいい映画やってるの？　	
　　　　　　　 　	
　　　　　　　　	
	
クリス： 
宮崎駿の映画が銀座でやってるよ。	

Lesson 51 
今日のフレーズ	
PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY	

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A1 General English 

want　  したい	

go　     行く	

movie　映画	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Do you want to go to 
a movie? 
映画に行きませんか。	

1 

2 

3 

4 

Making Invitations 
誘う・招待する	

tonight　今夜　	

sure　    承知しました	

any　        いくらかの　 
　　　　　　　　　　（原則、否定文・疑問文とともに使う）	

theater　映画館	

show　  見せる、公開する 
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LANGUAGE FOCUS 	
今日のポイント	

Directions: First repeat after your tutor and then read aloud again by yourself. 
課題： 先生の後に続いてくり返した後、今度はひとりで発音してみましょう。 	

Lesson 51 
Level A1 General English 

Hints 
ヒント	

Saturday　   土曜日	

museum　   美術館	

September　９月	

5 

Activity1: Think of your schedule and answer the invitations. 
練習1：　あなたのスケジュールにあわせて次の誘いに答えましょう。	

Do you want to go to a movie? 
Sure. 
Sounds like fun. 
Let’s go. 
Sorry but I can’t. 
Sorry but I’m busy. 
I want to but I’m busy. 

Making Invitations 
誘う・招待する 

baseball 　    野球	

video game　テレビゲーム	
Friday　          金曜日　	

映画に行きませんか。	

いいですね。	

楽しそうですね。	

行きましょう。	

ごめんなさい、行けません。	

ごめんなさい、忙しいのでいけません。	

行きたいんですが、忙しいので行けません。	

練習	

6 ACTIVITY 

Activity2: Invite your tutor to do something.  
練習2：　先生を何かに誘ってみましょう。	

e.g. Do you want to ~ ? 

Mexican　メキシコの	

Sunday　 日曜日	

Do you want to go to 
a movie? 
映画に行きませんか。	

1. Do you want to go skiing this Saturday? 
2. Do you want to go to a museum tomorrow? 
3. Do you want to come to my house tonight? 
4. Do you want to play baseball next week? 
5. Do you want to play video games this Friday? 
6. Do you want to go for coffee this afternoon? 	
7. Do you want to go to a Mexican restaurant this Sunday? 	

Making Invitations 
誘う・招待する	
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