
”

注意
この記事ではアメリカの英語を扱います。他の方言に当てはまるところもありますが、ネイティブスピー
カーの表現、感覚などが地域により異なるので、アメリカ以外の方言に当てはまらない事があります。

Step1: 相手の好みを聞く誘いの導入
まずは、誘いの前に導入があります。直接誘う前に、相手の嗜好について聞くのがポイ
ントです。遊びのトピックを紹介するのがポイントです。これを挟むことによって、
Step2につなげやすくするのはもちろん、相手のことも深く知ることができますね。
例えば・・・

“Do you like indian food?”

この質問をしてみては相手にインド料理の食べることを想像させる効果です。その上、
相手の答えによって、誘いにのってくれそうかどうかの可能性がわかります。

例えば

Do you like Indian food?と聞いて、相手が

“Yes, I do!”

と答えたらここはチャンスです！すかさずStep2の方法で遊びに誘いましょう。 (イン
ド料理に誘ってもいい）

もし、No, not really か It’s okと言われてしまってもあきらめないで！ （誘わない方が
いい）

もし相手がNoで答えたら、別のことに誘うチャンスですがあります。そのこの場合に
は、「well」で始めると自然に聞こえますよ！。

A: “No, not really”
B: Well, what about coffee?
A: Yes, I love coffee!

アメリカ人のように、お願いしよう！
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というようにこれから、誘うチャンスに変えてしまいましょう。が現れました。

Step 2: 誘いの核

何かに誘ういを始める時ときに、アメリカ人は普段「Would you want to」か「Do you 
want to」で始まります。
「Would you」の方がは少しだけ丁寧です。顔見知り程度の友人あまり知らない人な
ら、こっちこれがおすすめです。
「Do you」の方はより親しみをこめています感じます。仲がいい友人なら、この表現
これがおすすめです。

“Would you like to get coffee with me?”

押し付けがましく見せたくそうにみえたくないなら、最後に「sometime」を付けま
す。この「sometime」は「いつか」をという意味をするので、相手に日程を決める自
由を与えている印象になります。あげるのです。

遊びに誘いたい時はに
Would you like to get coffee with me?
押し付けがましくそうにみせえたくないなら、
Would you like to get coffee with me sometime?

やった！これでアメリカ人のように、遊びに誘えましたた！

Step3:おすすめを聞く場所の決め方
次は、遊ぶ場所のことです。
誰かに誘われたら、アメリカ人は相手におすすめの場所を聞き頼みます。

“Do you know any good coffee shops around here?”

このフレーズで相手におすすめ等の知識を聞くことでの知識に頼り、相手を尊重に対す
る尊敬を表します。相手の話も聞くことで一方的で押しつけがましい感じが少なくなり
ますよ。とにかく自分に押し付けるプレシャーを無くします。

アメリカ人のように、お願いしよう！
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もし上記のようにおすすめを聞かれたら？この質問に対するの答えに、ネイティブはこ
んなフレーズを使います。普段以下の形になります。

“I know a good _____ called _____. 　It has great _____.” 
　　　　　　店の種類　　店の名前　　　　　　名物

もし僕がは、特にお気に入りの気に入った「Thinking Cup」というカフェをおすすめし
たかったら、

“I know a good cafe called Thinking Cup. It has great 
Cappuccinos.”

と言います。
聞き手は第二回で学んだように、相手に対して「That sounds good!」みたいなフレー
ズで答えます。

Step 4: 時間をの決め方
場所を決めたの後で、待ち合わせの時間を決めます。
色々な言い方があるのですが、この３三つの聞き方は一番よく使われています。

When is good for you?
When are you free?
When is a good time for you?

アメリカ人は曜日から時間に絞るのが普通です。
この質問に対して、「______ is good for me」か「I’m free on ____________」
　　　　　　　　　　曜日　　　　　　　　　　　　　　　　　曜日

都合のいい曜日を教えたい時にも色々な言い方様々に伊方があります。
毎週いつも平気な曜日だったら「on」を先に言いい、曜日の複数を使います。
ところが、特定な日だったら「this ______」か「next _______」
または、「_______ the 12th」と言います。

アメリカ人のように、お願いしよう！
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B:

「This」は一番近い曜日を表示します。「Next」はその次の曜日を表しますを示しま
す。
「_________the_____」は月の特定な日を示します。
　　　　　　　　日

“I’m free Mondays.”
“I’m free This Thursday.”
“Im free Thursday the 25th.”

「その時間は都合がいいよ。」時間は普段「good for me」（私にとっていい）で表現
します。

時間の決め方は例えばこんな感じ以下の通りです。

A: “Ok, what time is good for you?”
B: “7:00 pm is good for me, how about you?”
A: “7:00pm is good for me.”

！ポイント！
まずは”When～？”と聞いては広いので、曜日を決める示す
次に”What time～？”と聞きはより細かいので、時間を決める。示す

Step5:待ち合わせ集合場所をきめるの決め方
たまに、おすすめの場所を聞いたものの、詳しい行き方がわからないときがあります。
は詳しくない人に見つかりづらい時があります。
そんなときは時に、わかりやすい待ち合わせ見つかるやすい集合場所を決めましょう。

聞き方はとても簡単！すぎるかもしれませんが、
Where should we meet?
Let’s meet at _________

でいいです。

アメリカ人のように、お願いしよう！
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例えば

A: “Where should we meet?”
B: “Let’s meet at the station.”

のように聞きましょう。はい、これで時間と待ち合わせ場所が決まりましたね。

Step6:約束を確認する最後に、まとめましょう！
いろいろなことが決まったら、詳細が整理できたら、待ち合わせの詳細を確認しましょ
う。するのは普通です。
約束の確認をするときはまとめを始める時に、「Good」か「Great」か他の肯定的な言
葉で始めまります。

A: Great, so this friday at 7:00, meet at the station. We’ll go to 
Thinking Cup.
B: Sounds good, see you then!

相手に自分が楽しみである気持ちを表現するのは大切なポイントです。アメリカ人な
ら、いつも「See you」か「see you later」で終わります。

どうでしたか？この6つのステップを守れば、難しそうな遊びの誘いもとても簡単です
ね。自分からも積極的に誘ってお友達とより仲良くなりましょう！

気に入ってくれましたか？
ここで学んだ内容をムダにしないために！

今すぐネイティブスピーカーと実践するチャスがあります！
詳しくはこちらで

http://www.iu-connect.com

アメリカ人のように、お願いしよう！
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