
SITUATION  
Tom is suggesting to Aya that they watch a movie 
at home.  
トムはアヤに家で映画を見ようと提案します。	

Aya:  I have been busy this week. It’s my day  
         off today. What should I do, Tom? 
 
Tom: Why don’t we watch a movie?  

　 We can go and rent some videos. 
 
Aya:  That’s a good idea. We can sit back and  
         enjoy watching our favorite actors. 

DIALOGUE   

アヤ： 
今週は忙しかったわ。 
やっと休日よ。 
トム、何をする？　	
	
	
トム： 
家で映画を見よう。 
ビデオを借りに行ってさ。	
	
	
アヤ： 
良いアイデアね。 
くつろいで好きな俳優が見ら
れるわ。	

Lesson 24  
Making Suggestions Using Why Don’t / How About 

Why Don’t / How Aboutを使って提案する	

今日のフレーズ	

PHRASE OF THE DAY 

VOCABULARY　 

状況	

ダイアログ	

語い	

Level A2 General English 

 rent                               借りる 
 sit back                        深く座る、くつろぐ 
 favorite                               お気に入りの 
 actors                           （男、女の）俳優、役者 （女性の俳優はactress / 【複】actressesでもよい）   

 Why don’t we watch a movie? 
 映画を見ませんか？　	

1 

2 

3 

4 
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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 Suggestions : “Why Don’t We ~?” / ”How About ~?”  
提案する：　“Why don’t we ~?” / ”How about ~?” 	

今日のポイント	

Lesson  24  
Level A2 General English 

　 Why don’t we watch a movie? 

「次の日曜私と一緒にサラのところに行かない？」 

「うん。それは素敵ね。」 
  　 

ACTIVITY 
練習	 Hints 

ヒント	

　        　	

5 

6 

   　　　  

　　	

　	go to see the cherry blossoms 　 
花見に行く	

  

go to see the autumn colors   
紅葉を見に行く	

How about planning a surprise party for your  
girlfriend? 
       – That sounds like a good idea. 

「彼を夕食に招待してみたらどう？」 

「今はよくないわ。彼は最近とても忙しいの。」 

Why don’t we have a rest? I am exhausted.  
– OK, I am very tired, too.   

  　「休憩を取りませんか。私はくたくたです。」 

　　「そうですね、私もとても疲れました。」	

Activity 2: Suggest plans for the next holiday using “Why don’t we ~ ?” and “How about ~ ?”. 
練習2：　次の休みの計画を “Why don’t we ~ ? / How about ~ ?” を用いて提案してみましょう。	

  Why don’t you visit Sara with me next Sunday? 
  – Yes, that would be great. 　　  

「彼女のためにサプライズパーティーを計画して 
はどうだい？」 

「それはおもしろそうだね。」	

Activity 1: Think of a suggestion for the following situations. 
練習1：　次の状況での提案を考えてみましょう。	

 How about inviting your boyfriend for dinner? 
 –  Not now. He has been very busy lately.　　  

1. it is really hot in the room　（部屋がとても暑い） 

2. your tutor missed the last train home 

（先生が最終電車に乗り遅れた） 

3. your tutor forgot to buy a present for his / her friend’s birthday 

（先生が友達の誕生日プレゼントを買い忘れた） 

4. your tutor lost his / her cell phone（先生が携帯電話をなくした） 

5. your tutor wants to travel to another country but is afraid of  
    airplanes （先生は海外旅行をしたいが飛行機が怖い） 

go to the fireworks festival 　 
花火を見に行く	

turn off        （機械などの電源を）切る	

short-sleeved       半袖の	

 映画を見ませんか？　	
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Making Suggestions Using Why Don’t / How About 
Why Don’t / How Aboutを使って提案する	

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。 	


