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使い方
「～ませんか」は誰かを何かに誘うときに使う
「～ましょう」は誘いを受け入れる返事をするときに使う

Issho ni kooen ni ikimasen ka. 

Ikimashoo.

いっしょに　こうえんに　いきませんか。

いきましょう。

Why don't we go to the park together?

Yes, shall we?

基本文

A: Ashita issho ni kooen ni ikimasen ka.

B: Ii desu ne. Ikimashoo.

A: Do you want to go to the park with me tomorrow?

B: That's a good idea. Let's go.

①Ａ：あした　いっしょに　こうえんに　いきませんか。

　Ｂ：いいですね。いきましょう。

例文

構造図

いっしょに V ませんか。 V ましょう。

ませんか／           ましょう
masen ka　　　　　　　　 mashoo

Grammar Notes Topic6 Holidays and Days off 1 Lesson 12

5

「～ませんか」 is used when inviting someone to do something.
「～ましょう」 is used as a response when accepting an invitation.

Issho ni kooen ni ikimasen ka. 

Ikimashoo.

いっしょに　こうえんに　いきませんか。

いきましょう。

Why don't we go to the park together?

Yes, shall we?

A: Ashita issho ni kooen ni ikimasen ka.

B: Ii desu ne. Ikimashoo.

A: Do you want to go to the park with me tomorrow?

B: That's a good idea. Let's go.

①Ａ：あした　いっしょに　こうえんに　いきませんか。

　Ｂ：いいですね。いきましょう。

いっしょに V ませんか。 V ましょう。

ませんか／           ましょう
masen ka　　　　　　　　 mashoo

Use

Basic sentence

Examples

Structure
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「~ませんか」 se usa para invitar a alguien a hacer algo.
「「~ましょう」 se usa como respuesta cuando se acepta una invitación.

Issho ni kooen ni ikimasen ka. 

Ikimashoo.

いっしょに　こうえんに　いきませんか。

いきましょう。

¿Por qué no vamos juntos al parque?

¡Sí, vamos!

A: Ashita issho ni kooen ni ikimasen ka.

B: Ii desu ne. Ikimashoo.

A: ¿Quiere ir conmigo al parque mañana?

B: ¡Qué buena idea! ¡Vamos!

①Ａ：あした　いっしょに　こうえんに　いきませんか。

　Ｂ：いいですね。いきましょう。

いっしょに V ませんか。 V ましょう。

ませんか／           ましょう
masen ka　　　　　　　　 mashoo

Uso

Oración básica

Ejemplos

Estructura
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A: Raishuu matsuri ga arimasu yo. Issho ni mi ni ikimasen ka.

B: Ii desu ne. Mi ni ikimashoo.

A: Doyoobi ni issho ni karaoke o shimasen ka.

B: Doyoobi wa chotto…. Sumimasen.

A: There is a festival next week. Do you want to go and watch it together?

B: Yes. Let's go watch.

A: Do you want to go to karaoke with me on Saturday?

B: Sorry, I'm a little busy on Saturday.

②Ａ：らいしゅう　まつりが　ありますよ。いっしょに　見に　
　　 いきませんか。

　Ｂ：いいですね。見に　いきましょう。

③Ａ：土よう日に　いっしょに　カラオケを　しませんか。

　Ｂ：土よう日は　ちょっと・・・。すみません。

A. Vは、「行きます → 行き」のように「Vます」から「ます」をとった形。

B. 誘いを断るとき、次のように言う。「～はちょっと・・・。すみません。」

　「～はだめです。すみません。」（③）

解説

A: Raishuu matsuri ga arimasu yo. Issho ni mi ni ikimasen ka.

B: Ii desu ne. Mi ni ikimashoo.

A: Doyoobi ni issho ni karaoke o shimasen ka.

B: Doyoobi wa chotto…. Sumimasen.

A: There is a festival next week. Do you want to go and watch it together?

B: Yes. Let's go watch.

A: Do you want to go to karaoke with me on Saturday?

B: Sorry, I'm a little busy on Saturday.

②Ａ：らいしゅう　まつりが　ありますよ。いっしょに　見に　
　　 いきませんか。

　Ｂ：いいですね。見に　いきましょう。

③Ａ：土よう日に　いっしょに　カラオケを　しませんか。

　Ｂ：土よう日は　ちょっと・・・。すみません。

A. V can be made by removing 「ます」 from 「V ます」, as in 「

　行(い)きます → 行(い)き」.

B. When declining an invitation, the following response is often used: 

　「～はちょっと・・・。すみません。」「～はだめです。すみません。」（③）

　 Note: ちょっと = a bit (That's a bit inconvenient for me.)

Commentary

A: Raishuu matsuri ga arimasu yo. Issho ni mi ni ikimasen ka.

B: Ii desu ne. Mi ni ikimashoo.

A: Doyoobi ni issho ni karaoke o shimasen ka.

B: Doyoobi wa chotto…. Sumimasen.

A: Hay un festival la próxima semana. ¿Quiere que vayamos juntos a verlo?

B: Qué bien. ¡Sí, vayamos a verlo!

A: ¿Quiere ir conmigo al karaoke el sábado?

B: El sábado tengo un compromiso. Lo siento.

②Ａ：らいしゅう　まつりが　ありますよ。いっしょに　見に　
　　 いきませんか。

　Ｂ：いいですね。見に　いきましょう。

③Ａ：土よう日に　いっしょに　カラオケを　しませんか。

　Ｂ：土よう日は　ちょっと・・・。すみません。

A. Para diferenciar el V de la desinencia, hay que sacar 「ます」 de

   「Vます」, como en 「行(い)きます → 行(い)き」.

B. Cuando se declina una invitación, se contesta de la siguiente manera:

   「~はちょっと・・・。すみません。」「~はだめです。すみません。」(③) 

     Nota: ちょっと = un poco (Es un poco inconveniente para mí).

Explicación


