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It would be better if you 
used blue.

青のほうがもっといいと思う。

I chose green for this design. 
What do you think?

このデザインに緑を選んだけど、どう思う？

I think you should try a 
different store.

他の店を試したほうがいいと思うよ。

I need a pair of jeans but I can't find 
the right size.

デニムが必要なんだけど、ぴったりのサイズが見つからない。

I did, but they couldn't find it.
聞いたけど、見つからなかったんだ。

Maybe you should ask the 
station master.

多分駅長にきいたほうがいいんじゃない。

I lost my cellphone 
on the train!

電車の中で携帯をなくした！

Why don't you try jogging?
ジョギングしてみたら？

I think I gained weight.
体重が増えた気がする。



自由にスクリプトを作成してみよう！

検印
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A: I chose green for this design. What do you think? 

（提案）

B: It would be better if  

A: I need a pair of jeans but I can't find the right size. 

（提案）

B: I think you should  

A: I lost my cellphone on the train! 

（提案）

B: Maybe you should  

A: I think I gained weight. 

（提案）

B: Why don't you  
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Why don't we go out for lunch 
next week?

来週ランチに行かない？

That's a great idea.
いいアイディアね。

Yes, just in case.
うん、念のために。

Sounds great.
いいね。

I was wondering if you would like to go 
to dinner with me.

一緒に夕食でも行かないかなあなんて思ってたんだけど。

I'd love to.
ぜひ、行きたい。

Shall we go back to 
the house?
家まで戻ろうか？

I'm worried that I forgot 
to close the windows.

窓を閉め忘れたんじゃないかと心配です。

How about 
Italian?

イタリアンはどう？

Anything is fine with 
me.

私はなんでもいいよ。

What do you want to eat 
for dinner?
夕飯に何食べたい？
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自由にスクリプトを作成してみよう！

検印

（誘う）

A: Shall we  

B: Yes, let's. 

（誘う）

A: I was wondering if you would like to  

 

B: I'd love to. 

（誘う）

A: How about  

B: Sounds great. 

（誘う）

A: Why don't we  

B: That's a great idea. 


