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質問⽂

UNIT 03 趣味

你喜欢做什么？

你的爱好是什么？

你一个星期看几次电影？

你是从什么时候开始喜欢的？

为什么你喜欢看电影？

你对什么电影感兴趣？

这个爱好已经保持了几年了？

你在哪里看电影？

你最喜欢看什么电影？

除了这个爱好以外，还有什么爱好？

运动呢？

网球打得怎么样？

平时在哪儿打网球？

你跟谁打网球？

1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

14 □□□

あなたは何をするのが好きですか。

あなたの趣味は何ですか。

あなたは 1週間に何回映画を観ますか。

あなたはいつから好きになりましたか。

どうしてあなたは映画を観るのが好きですか。

あなたはどんな映画に興味がありますか。

この趣味は何年ぐらいになりますか。

あなたはどこで映画を観ますか。

あなたが一番好きな映画は何ですか。

この趣味以外に、ほかにどんな趣味がありますか。

運動は？

テニスの腕前はどうですか。

普段どこでテニスをしますか。

あなたは誰とテニスをしますか。

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. 上記を参考に 2人で会話を練習してみよう。
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語法ポイント

我喜欢看电影。

我的爱好是追明星。

我每天都看。

高一的时候开始喜欢上的。

因为看外国电影，能学外语。

我对爱情电影感兴趣。

已经三年了。

我用优酷看电影。

我特别喜欢《英雄》。

我还喜欢看动漫。

我会打网球。

打得还好。

我平时在公园打网球。

我跟朋友打网球。

私は映画を観るのが好きです。

私の趣味はスターのおっかけです。

毎日観ます。

高一の時、好きになりました。

外国映画を観ると外国語を勉強することができるからです。

私は恋愛映画に興味があります。

もう 3年になります。

私は Youku で映画を観ます。

私は特に『HERO』が好きです。

私はさらにアニメを観るのも好きです。

私はテニスができます。

まあまあです。

普段は公園でテニスをします。

私は友達とテニスをします。

①除了～以外…　　  「～を除いて、ほかに…」
②V得＋形容詞フレーズ　 様態補語
    唱得很好「歌うのがうまい」  　唱得不好「歌うのがうまくない」

回答⽂
1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

14 □□□

喜欢 xǐhuan（好き）爱好 àihào（趣味）开始 kāishǐ（始める）为什么 wèishénme（どうして）感兴趣

gǎn xìngqù（興味がある）已经 yǐjīng（もう）保持 bǎochí（維持する、保つ）运动 yùndong（スポー

ツ）网球 wǎngqiú（テニス）平时 píngshí（ふだん）

新出単語



表現のポイント

理由

因为看书能体验别人的人生。

1

どれぐらいできるか2

你为什么喜欢那个？ 因为看外国电影，能学外语。

Yīnwèi kàn wàiguó diànyǐng, néng xué wàiyǔ.Nǐ wèi shénme xǐhuan nàge?

Yīnwèi kàn shū néng tǐyàn biérén de rénshēng.

因为那个明星又帅又很会唱歌。
Yīnwèi nàge míngxīng yòu shuài yòu hěn huì chànggē.

打得不怎么好。

打网球打得怎么样？ 打得还可以。

Dǎde hái kěyǐ.Dǎ wǎngqiú dǎde zěnmeyàng?

Dǎde bù zěnme hǎo.

好きなもの3

我的爱好是看漫画。

你喜欢做什么？ 我喜欢看漫画。

Wǒ xǐhuan kàn mànhuà.Nǐ xǐhuan zuò shénme?

Wǒ de àihào shì kàn mànhuà.
你有什么爱好？

Nǐ yǒu shénme àihào?

你的爱好是什么？

Nǐ de àihào shì shénme?

你打得特别好。

Nǐ dǎde tèbié hǎo.
你打得比我好。

Nǐ dǎde bǐ wǒ hào.



　　大家好，我叫中村直树。我的爱好是看电影。但是我不喜欢在网

上看电影，我觉得去电影院看电影更有感觉。我一个星期去两次电影

院，到现在已经保持了两年了。我经常看外国电影，因为看外国电影

能学外语。我最喜欢的电影是《英雄》。

スピーチ

　みなさんこんにちは、中村直樹と申します。私の趣味は映画を観ることです。しか
し私はネットで映画を観るのは好きではなく、映画館に行って観るのがより感覚的に
フィットします。私は 1週間に 2回映画館に行くのを 2年間続けています。私は外国
映画をよく観ます、というのは外国映画を観ることで外国語を勉強することができる
からです。私が一番好きな映画は『HERO』です。

       Dàjiā hǎo, wǒ jiào Zhōngcūn Zhíshù . Wǒ de àihào shì kàn diànyǐng. 
Dànshì wǒ bù xǐhuan zài wǎngshang kàn diànyǐng, wǒ juéde qù 
diànyǐngyuàn kàn diànyǐng gèng yǒu gǎnjué. Wǒ yí ge xīngqī qù liǎng 
cì diànyǐngyuàn, dào xiànzài yǐjīng bǎochíle liǎng nián le. Wǒ jīngcháng 
kàn wàiguó diànyǐng, yīnwèi kàn wàiguó diànyǐng néng xué wàiyǔ. Wǒ 
zuì xǐhuan de diànyǐng shì 《Yīngxióng》.

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趣味について書いてみよう。
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: 你的爱好是什么？

B: 我喜欢（①　　　　）。

A: 你喜欢看什么（①　　　　）？

B: 我喜欢看《週刊少年 JUMP》的（①　　　　），特别是（②　　　　）

A: 真的吗？我也很喜欢（②　　　　）。你最喜欢里面哪个人物？

B: 我最喜欢的是（③　　　　）。

A: 你一般在哪里看（②　　　　）？

B: 我都在看（④　　　　），你呢？

A: 我（⑤　　　　）都会去买《週刊少年 JUMP》。

②はジャンプの連載漫画名が、③はキャラクター名が入ります。

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. 她的爱好是什么？

2. 她听音乐的方式有什么？

3. 她最喜欢什么？

4. 她喜欢的歌手是谁？

5. 她为什么喜欢？

音声を聞き取って次の質問に中国語で答えみよう３




