
¡Vamos al cine! 

Lección 7 Situación: 

Tú quieres salir al cine con tu amigo Yuzu. Ambos quieren 
lugares diferentes. Tú quieres ir al cine, pero Yuzu quiere ir a 
un concierto de rock. Al final ambos llegan a un acuerdo.  

Tú hablas con tu amigo sobre las ventajas de ir a cine y las 
desventajas de ir a un concierto de rock. Él también tratará de 
convencerte.  

Tú: ¡Hola Yuzu! ¿Cómo estás? 

Yuzu: ¡Hola! Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Estaba pensando 
en ir contigo al concierto de rock que hay en el estadio.  

Tú: Es una buena idea, pero yo no quiero ir a un concierto de rock. Me 
gustaría ir a cine a ver “Colombia magia salvaje”. 

Yuzu: Interesante. Pero yo no quiero estar tanto tiempo sentado, 
quiero moverme, en el cine no puedes moverte.  

Tú: Si, pero el documental dura sólo una hora, no es mucho tiempo. 
Puedes relajarte un poco mientras aprendes y conoces. 

Yuzu: No sé, eso suena muy aburrido. En el concierto podemos 
disfrutar mucho de la banda y además podemos bailar. 

Tú: Nosotros ya hemos ido muchas veces a conciertos de rock y de 
pop, creo que es tiempo de hacer algo diferente.  

Yuzu: Entiendo. Sin embargo, los conciertos a los que hemos ido, han 
estado muy divertidos y hemos hecho buenos amigos. 

Tú: Si, es verdad. Pero han estado muy costosos. Si vamos a cine hoy 
es más barato, además es el lanzamiento oficial del documental. 

Yuzu: ¡Wow! Eso suena estupendo. Pero la banda de hoy no volverá a 
presentarse. En cambio la película sí.  

Tú: ¿Ya compraste las boletas? 



Yuzu: No, aún no.   

Tú: Mi esposa me regaló las boletas de hoy, además podemos 
conocer a la directora del documental.  

Yuzu: ¡Impresionante! Okey vamos a ver el documental, porque las 
boletas cuestan muchísimo.   

Tú: Perfecto, vamos a cine.  

Yuzu: ¡Vamos!  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

＜TAREA＞  
  

1. 今日のフレーズをすべて脳にインプットしましょう。  

2. 質問に対し、いろんな回答を作ってみましょう。その際、Vocabulario で出てきた単語

をなるべくたくさん使い、同時に脳にインプットしましょう。  

3. Usted だけでなく、tu, nosotros, ustedes などの活用でも使えるようにしましょう  

  

  

  

  

  

  



映画館へ行こう！  

レッスン 7 シチュエーション:  

あなたは友達のユズと映画館に行こうとしています。2 人の行き

たい場所は違います。あなたは映画館に行きたいのですが、ユズ

はロックンロールのコンサートに行きたいのです。最終的に 2 

人は合意に至ります。  

  

あなたは友人に映画館に行く利点とロックンロールのコンサート

の欠点について話しています。彼もまた説得しようとしていま

す。  

  

あなた: こんにちは、ユズ！元気？  

ユズ: とても元気だよ。今日は何をしようか？君とスタジアムである

ロックンロールのコンサートに行こうと考えていたんだけど。あなた: 

いい考えだね。でも僕はロックンロールのコンサートには行きたくな

いな。僕はできれば映画館に行って『COLOMBIA  

MAGIA SALVAJE』を見たいよ。  

ユズ: 面白そうだね。でも、僕はそれほど長い時間座っていたくない

な、動きたいんだ。映画館では動けないよね。  

あなた: そうだね。だけど、ドキュメンタリー映画はたったの 1 時間

でそれほど長い時間ではないよ。学んだり知りながら少し休

むこともできるよ。  

ユズ: わからないな、それはすごく退屈そうだよ。コンサートではバ

ンドを楽しめて、さらにダンスもできるよ。  

あなた: 僕たちはすでに何度もロックンロールやポップスのコンサー

トに行ったことがあるし、何か違うことをする時だと思う

な。  

ユズ: わかったよ。でも、これまで僕たちが行ったコンサートは、と

ても楽しくて、それで友達になれただろ。  



あなた: あぁ、本当にそうだね。でも、お金がかかったよ。もし今日

映画館に行くならその方が安いし、そのうえドキュメンタリ

ー映画の公開初日だよ。  

ユズ: わあ！それは素晴らしい。だけど今日のバンドはもうやらない

んだ。でも（それにひきかえ）映画はやるよね。  

あなた: もう入場券は買ったの？ユズ:  

いや、まだだよ。  

あなた: 僕の妻が今日の入場券をくれたんだ。さらに僕たちはこのド

キュメンタリー映画の監督と知り合えるんだよ。  

ユズ: 驚いた！わかったよ。ドキュメンタリー映画へ行こう。高い入

場券だからね。  

あなた: そうだね、映画館へ行こう。  

ユズ: 行こう！  

  

  


