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質問⽂

UNIT 02 ⾃⼰紹介 2

你家有几口人？

都有什么人？

你爸爸做什么工作？

你爸爸在哪儿工作？

你妈妈呢？

你有兄弟姐妹吗？

你哥哥比你大几岁？

他现在做什么？

你家在哪儿？

你爷爷家在哪儿？

你哥哥现在住在哪儿？

你家附近有好玩儿的地方吗？

你家谁个子最高？

你家有宠物吗？

1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

14 □□□

あなた（の家）は何人家族ですか。

どんな人がいますか。

あなたのお父さんはどんな仕事をしていますか。

あなたのお父さんはどこで働いていますか。

お母さんは。

兄弟はいますか。

お兄さんはあなたより何歳年上ですか。

お兄さんは今何をしていますか。

あなたの家はどこですか。

あなたのおじいさんの家はどこですか。 

あなたのお兄さんはどこに住んでいますか。

あなたの家の近くには面白いところがありますか。

あなたの家では誰が背が一番高いですか。

ペットはいますか。

タスク
1. 分からない漢字のピンインを調べて中国語の下に書き込んでみよう。
2. 繰り返し中国語を読んでみよう。
3. 上記の会話を参考に 2人で会話をしてみよう。
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語法ポイント

我家有四口人。

有爸爸、妈妈、哥哥和我。

他是语文老师。

他在高中工作。

妈妈是家庭主妇。

有一个哥哥。

我哥哥比我大四岁。

他在大学学法律。

我家在千叶。

我爷爷家在北海道。

他住在神戸。

我家离迪士尼乐园比较近。

我哥哥个子最高，比我高一点儿。

他 1米 85。

有，我家养了一只狗，叫可可。

4 人家族です。

父と母と兄と私です。

父は国語の先生です。

父は高校で働いています。

母は主婦です。

兄が 1人います。

兄は私より 4歳年上です。

兄は大学で法律を勉強しています。

私の家は千葉です。

おじいさんの家は北海道にあります。

彼（兄）は神戸に住んでいます。

私の家はディズニーランドから比較的近いです。

兄が一番高く、私よりちょっと高いです。

1メートル 85センチです。

います、ココという名前の犬を1匹飼っています。

①A离 B＋远 /近　　　  2 点間の距離の遠近を言う、「Aは Bから～遠い /近い」
② A比 B+ 形容詞 +比べた差　 比較、「Aは Bより～だ」
③在 +場所 +動詞　　　  ～で…する

回答⽂
1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

14 □□□

工作 gōngzuò（仕事）住 zhù（住む）附近 fùjìn（附近）好玩儿 hǎowánr（面白い）个子 gèzi（背）

宠物 chǒngwù（ペット）语文老师 yǔwén lǎoshī（国語の先生）家庭主妇 jiātíng　zhǔfù（専業主婦）

比较 bǐjiào（比較的）米 mǐ（メートル）养 yǎng（養う、飼う）只 zhī（[ 小動物を数えて ]～匹）

新出単語



表現のポイント

兄弟について

没有，我是独生女。

1

家族の⼈数2

你有兄弟姐妹吗？ 没有，我是独生子。

Méiyǒu, wǒ shì dúshēngzǐ.Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?

Méiyǒu, wǒ shì dúshēngnǚ.

我没有兄弟姐妹。
Wǒ méiyǒu xiōngdì jiěmèi.

我一个人住。

你家有几口人？ 我家有四口人。

Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén.Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?

Wǒ yí ge rén zhù.

年齢差3

我跟哥哥一样大 ,我们是双胞胎。

你哥哥比你大几岁？ 我哥哥比我大两岁。

Wǒ gēge bǐ wǒ dà liǎng suì.Nǐ gēge bǐ nǐ dà jǐ suì?

Wǒ gēn gēge yíyàng dà,wǒmen shì shuāngbāotāi.

職業について4

你做什么工作？

Nǐ zuò shénme gōngzuò?

我有两个哥哥和一个妹妹。
Wǒ yǒu liǎng ge gēge hé yí ge mèimei.

我是公司职员。

我在银行工作。

Wǒ zài yínháng gōngzuò.

Wǒ shì gōngsī zhíyuán.

我开了一个贸易公司。
Wǒ kāile yí ge màoyì gōngsī.



　　大家好，我给大家介绍一下我的家人。我家在千叶。我家有四口

人，爸爸、妈妈、哥哥和我。我家养了一只狗，它叫可可。我爸爸今

年四十八岁，他在高中教语文。我妈妈比爸爸小两岁，她是家庭主妇。

妈妈做的菜非常好吃。哥哥今年大三，他在大学学习法律。

スピーチ

　なさんこんにちは、家族を紹介します。私の家は千葉にあります。4人家族で父と
母と兄がいます。家では犬を飼っており、ココという名前です。私の父は今年 48歳で、
高校で国語を教えています。母は父より 2歳年下で、専業主婦です。母が作った料理
は非常においしいです。兄は今年大学 3年生で、大学で法律を勉強しています。

       Dàjiā hǎo, wǒ gěi dàjiā jièshào yíxià wǒ de jiārén. Wǒ jiā zài 
Qiānyè. Wǒ jiā yǒu sì kǒu rén, bàba、māma、gēge hé wǒ. Wǒ jiā yǎngle yì 
zhī gǒu, tā jiào Kěkě. Wǒ bàba jīnnián sìshibā suì, tā zài gāozhōng jiào 
yǔwén. Wǒ māma bǐ bàba xiǎo liǎng suì, tā shì jiātíng zhǔfù. Māma zuò 
de cài fēicháng hǎochī. Gēge jīnnián dàsān, tā zài dàxué xuéxí fǎlǜ.

タスク
1. スピーチのサンプルをしっかりと音読しよう。
2. スピーチのサンプルを参考にしながら自分のことを書いてみよう。
3. この課の終了時に作成したスピーチ原稿を読み、動画を撮影しよう。



練習してみよう

中国人 (A) と日本人 (B) の会話を聞き取ってみよう

A: 你家有几口人？

B: 我家有三口人，（①　　　　）。

A: 你是（②　　　　）啊。

B: 对。

A: 你爸爸妈妈都做什么工作？

B: 我爸爸是（③　　　　），妈妈是一名（④　　　　）。

A: 你老家在哪里？

B: 我老家在（⑤　　　　）。

A:（⑤　　　　）！（⑤　　　　）有很多好吃的吧？

B: 对，（⑤　　　　）的（6　　　　）、阳春面等，都是全国闻名的小吃，

特别好吃。

1

B で聞き取った内容を自分の言葉で説明してみよう2



1. 她家有几口人？

2. 她妈妈做什么工作？

3. 谁在北京大学学习经济？

4. 她妹妹比她哥哥小几岁？

5. 她爸爸在哪儿工作？

音声を聞き取って次の質問に中国語で答えみよう３


