
SITUATION

Shoko is suggesting to go to USJ.

ショウコはUSJに行くことを提案します。

Lin : I have never been to USJ though I 

am staying near there.

Shoko: Haven’t you? I like it very much.

In fact, I have a few discount tickets.

Let’s go to USJ next month.

Lin : Yes, let’s! You can show me around. 

I am looking forward to it.

DIALOGUE 

リン：
近くに滞在しているんだ
けど、まだ一度もUSJに行った
ことがないのよ。

ショウコ：
まあ、そうなの？わたしはUSJ
大好きよ。実は、割引券を何
枚か持っているのよ。
来月USJに行きましょう。

リン：
行きましょう！案内してね。
楽しみにしているわ。

Lesson 23
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Let’s/Shallを使って招待・勧誘する
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in fact                            実は、実際

discount ticket             割引券

show ~ around             ～を案内する

look forward to ~ ～を楽しみに待つ

Let’s go to USJ next month.

来月USJに行きましょう。

1

2

3

4

*USJ stands for Universal Studios Japan
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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。

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。



LANGUAGE FOCUS 

Making Invitations : “Let’s ~.” / ”Shall we ~?” 
招待・勧誘する： “Let’s ~.”/”Shall we ~?” 

今日のポイント

Let’s go to USJ next month.

来月ＵＳＪに行きましょう。

「休憩しましょう。」

「そうしましょう。」

ACTIVITY
練習

Hints
ヒント

5

6

go to a concert      コンサートに行く

go snowboarding  スノーボードに行く

Let’s not talk about it. 

– No, let’s not.

「今夜夕食に行きませんか？」

「ごめんなさい、予定があって。」

Let’s go to the cinema next Sunday. 

– Great!  

「次の日曜に映画に行きましょう」

「すばらしいですね！」

3. snowboard in Niseko

ニセコにスノーボートに行きましょう

1.  go to a musical

ミュージカルに行きましょう

Activity 2 : Make some invitations to your tutor.  
練習2： 先生に何かに誘ってみましょう。

Let’s take a break.

– Yes, let’s.

「その話はもうしないようにしましょう。」

「そうしましょう。」

go to the exhibition  展覧会に行く

Let’s dance, shall we?

– That sounds good.

Activity 1: Make invitations for the following.
練習1： 以下の内容に合わせて誘ってみましょう。

Shall we go out for dinner tonight?

– Sorry, I have plans.

「踊りませんか？」

「いいですね。」

2.  climb a mountain together this summer

この夏一緒に山にのぼりましょう。

go on a picnic     ピクニックに行く
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Making Invitations Using Let’s/Shall

Let’s/Shallを使って招待・勧誘する

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。


