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質問⽂

UNIT 05 週末の過ごし⽅

你周末打算做什么？

你去镰仓做什么？

是不是所谓“圣地巡礼”？

你对漫画感兴趣吗？

那你一个人去吗？

你到那里怎么去？

在那里还打算做什么？

那里有什么好玩儿的地方吗？

那里有什么有意思的活动吗？

那里有什么好吃的东西吗？

你们打算什么时候回来？

你妈妈不会担心吗？

你的作业做得完吗？

1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

あなたは週末何をするつもりですか。

鎌倉に何をしに行きますか。

いわゆる「聖地巡礼」ですか。

漫画に興味があるのですか。

で、あなたは一人で行くのですか。

あなたはそこにどうやって行きますか。

そこでほかに何をするつもりですか。

そこには何か面白い場所がありますか。

そこには何か面白いイベントがありますか。

そこには何か美味しい食べ物がありますか。

あなたたちはいつ帰って来るつもりですか。

お母さんは心配しませんか。

宿題はやり終えますか。

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

我打算去镰仓。

我想去镰仓高中前站拍照片。

对，那里有《灌篮高手》的那

个铁路道口。

我特别喜欢动漫和电影，每个

月会去外景拍摄地打卡。

我跟朋友一起去。

我们先在新宿站集合，坐快车去。

我打算拍完照片后，在那里和

朋友喝茶、聊天、看落日。

江之岛！那里有水族馆。

周末正好有烟花大会。

那里有很多抹茶做的食品、蛋

糕、冰激凌等等。

我们可能晚上十点才能回来

当然担心，但我答应她每隔一

小时给她打一个电话。

当然，我星期五晚上就能做完。

鎌倉に行くつもりです。

私は鎌倉高校前駅に行って写真を撮りたいです。

はい、そこは『スラムダンク』のあの踏切が
あるところです。
私はアニメや映画が特に好きで、毎月ロケ地
にインスタ映えする写真を撮りに行きます。
友だちと行きます。

まず新宿駅に集合して、快速電車に乗って行
きます。
写真を撮った後、そこで友だちとお茶を飲んだり、
おしゃべりをしたり、夕日を観たりするつもりです。
江の島！そこには水族館があります。

週末にちょうど花火大会があります。

そこには抹茶で作った食べ物やケーキ、アイ
スクリームなどがあります。
私たちはたぶん夜 10 時には帰って来ること
ができます。
もちろん心配でしょうが、母に 1時間ごとに
電話すると約束しました。
もちろん、金曜日の夜にはやり終われます。

①想／要 ／打算　　 「～したい・～するつもり」
②什么～吗？     你有什么想法吗？「あなたは何か考えがありますか。」
   你有什么想法？「あなたはどんな考えがありますか。」

回答⽂
1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

周末 zhōumò（週末）,镰仓 Liáncāng（鎌倉）,所谓 suǒwèi（いわゆる）,活动 huódòng（イベント）,担心 dānxīn（心

配する）,铁路道口 tiělù dàokǒu（踏切）,外景拍摄地 wàijǐng pāishèdì（ロケ地）, 打卡 dǎ kǎ（インスタ映

えする場所で写真を撮る）, 快车 kuàichē（快速列車）, 落日 luò rì（夕日）, 江之岛 Jiāngzhīdǎo（江の島）,

水族馆 shuǐzúguǎn（水族館）,烟花大会 yānhuā dàhuì（花火大会）,抹茶 mǒchá（抹茶）,冰激凌 bīngjilíng（ア

イスクリーム）,答应 dāying（同意する、約束する）,每隔 měi gé（～おきに）

新出単語
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表現のポイント

予定を⾔う1

誰と⾏くか⾔う2

你寒假打算做什么？

Nǐ hánjià dǎsuan zuò shénme?

我跟同学一起去。

你跟谁一起去？ 我一个人去。

Wǒ yí ge rén qù.Nǐ gēn shéi yìqǐ qù?

Wǒ gēn tóngxué yìqǐ qù.

待ち合わせをする3

上午十点在图书馆门口见。

我们在哪儿集合？ 我们在涩谷站见面吧。

Wǒmen zài Sègǔ zhàn jiànmiàn ba.Wǒmen zài nǎr jíhé?

Shàngwǔ shí diǎn zài túshūguǎn ménkǒu jiàn.

目前没有什么计划。

我寒假去北海道滑雪。

Wǒ hánjià qù Běihǎidào huáxuě.

Mùqián méiyǒu shénme jìhuà.

新宿吧。到了车站给你打电话。

Xīnsù ba. dàole chēzhàn gěi nǐ dǎ diànhuà.
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　　我星期六和朋友一起去了镰仓，因为我特别喜欢动漫和电影，那

里有《灌篮高手》的那个铁路道口。我们先在新宿站集合，然后坐快

车去的。我们去镰仓高中前站拍了照片，在那里喝茶、聊天、看落日。

我们晚上十点多才回到家，虽然很累，但是玩得很开心。

スピーチ

　私は土曜日に友だちと一緒に鎌倉に行きました。私はアニメと映画が特に好きで、
そこには『スラムダンク』のあの踏切があります。私たちはまず新宿駅に集合して、
快速電車に乗って行きました。私たちは鎌倉高校前駅で写真を撮り、そこでお茶を飲
んだり、おしゃべりをしたり、夕日を観たりしました。私たちは夜 10 時すぎによう
やく家につきました。疲れましたが、とても楽しく遊びました。

     Wǒ xīngqīliù hé péngyou yìqǐ qùle Liáncāng, yīnwèi wǒ tèbié xǐhuan 
dòngmàn hé diànyǐng, nàli yǒu 《Guànlán gāoshǒu》 de nèige tiělù dàokǒu. 
Wǒmen xiān zài Xīnsù zhàn jíhé, ránhòu zuò kuàichē qù de. Wǒmen qù 
Liáncāng gāozhōng qián zhàn pāile zhàopiàn, zài nàli hē chá, liáo tiān, kàn 
luòrì . Wǒmen wǎnshang shí diǎn duō cái huídào jiā,  suīrán hěn lèi, dànshì 
wánrde hěn kāixīn.

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
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中国人 (A) と日本人 (B) の会話を聞き取ってみよう

A: 你们中国高中生周末一般怎么过？

B: 我们学校（①　　　　）全天都（②　　　　）

A: 真的？（③　　　　）也上课啊，那么（④　　　　）呢？

B: （⑤　　　　）上午（⑥　　　　），下午（⑦　　　　）。

A: 真辛苦！

B: 是啊，碰上学校安排模拟考试就更没时间休息了。

A:（④　　　　）也那么忙。那你们什么时候（⑧　　　　）？

B: 高中生一般不（⑧　　　　）。

A: 不会吧？这样一直学习，你们的高中生活真的很无聊。

B: 这也没办法，中国的高中生（⑨　　　　）特别大。

1

2 人が話題にしているのはなにか話し合ってみよう2
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1. 他喜欢出去玩儿吗？　

2. 他周末怎么过？

3. 他现在玩什么游戏？

4. 他玩游戏的时候怎么跟别人交流？

5. 他在跟别人交流的时候用什么语言？

音声を聞き取って次の質問に中国語で答えみよう３


