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質問⽂

UNIT 06 交通

你每天怎么来学校？

你怎么去离家最近的车站？

你在哪儿上车？

要换车吗？

在哪儿换车？

在哪儿下车？

你家离学校远吗 ?

到学校要多长时间？

你在车上一般做什么？

每个月的月票要多少钱？

怎么买票？

下车以后到学校怎么走？

要走多长时间？

1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

あなたは毎日どうやって学校に来ますか。

あなたはどうやって家の最寄駅に行きますか。

あなたはどこで電車に乗りますか。

乗り換える必要はありますか。

どこで乗り換えますか。

どこで下車しますか。

あなたの家は学校まで遠いですか。

学校までどれくらいかかりますか。

あなたは電車では普通何をしますか。

毎月の定期券はいくらですか。

どのように買いますか。

下車した後はどうやって学校まで行きますか。

どれくらい歩きますか。

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

我每天坐地铁来学校。

走着去。／骑自行车去。

我在吹田站上车。

要换一次。

在大阪站换地铁御堂筋线。

在心斋桥站下车。／坐三站后

下车。

不怎么远。／很远。／不算远。

三十分钟左右。

站着听音乐。／坐着看书。／

有座位的话，就睡觉。

要三千日元左右。

每个月的月底买月票。／用西

瓜卡。

从 3号出口出来，沿着路走到第

二个十字路口，往右一拐就到了。

十分钟左右吧。

私は毎日地下鉄に乗ってきます。

歩いて行きます。／自転車で行きます。

吹田駅で乗ります。

1回乗り換えなければいけません。

大阪駅で地下鉄御堂筋線に乗り換えます。

心斎橋駅で下車します。／ 3駅乗って下車し
ます。
それほど遠くありません。／遠いです。／遠
いというほどではありません。
30分前後です。

立って音楽を聞きます。／座って本を読みま
す。／席があれば寝ます。
3000 円ぐらいです。

毎月月末に定期券を買います。／ Suica を使
います。
3番出口から出て、道に沿って 2つ目の交差
点まで行って、右に曲がるとつきます。
10分ぐらいでしょう。

①怎么＋動詞  怎么吃「どう食べる」、怎么买「どう買う
   怎么去「どう行く」、怎么走「どう行く」
②往＋【方向】＋動詞 往右拐「右に曲がる」、往东拐「東に曲がる」

回答⽂
1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

上车 shàng//chē（乗車する）,换车 huàn//chē（乗り換えする）下车 xià//chē（下車する）,座位 zuòwèi（席）,

月票 yuèpiào（定期券）,沿着 yánzhe（～に沿って）,十字路口 shízì lùkǒu（十字路）,拐 guǎi（曲がる）,西

瓜卡 Xīguā kǎ（Suica）

新出単語
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表現のポイント

時間の⻑さ1

通学⼿段2

到学校要多长时间？

Dào xuéxiào yào duō cháng shíjiān?

我每天坐公交车来学校。

怎么来学校？ 我每天坐地铁来学校。

Wǒ měi tiān zuò dìtiě lái xuéxiào.Zěnme lái xuéxiào?

Wǒ měi tiān zuò gōngjiāochē lái xuéxiào.

⾏き⽅3

一直往前走，看到便利店往左拐就到了。

怎么走？

沿着路走到第二个十字路口，往右一拐就到了。

Yánzhe lù zǒudào dì-èr ge shízì lùkǒu, wǎng yòu yì guǎi jiù dào le.

Zěnme zǒu?

Yìzhí wǎng qián zǒu, kàndào biànlìdiàn wǎng zuǒ guǎi jiù dào le.

要一个小时左右。

三十分钟左右。

Sānshí fēnzhōng zuǒyòu.

Yào yí ge xiǎoshí zuǒyòu.

过了铁道路口往左拐。
Guòle tiědào lùkǒu wǎng zuǒ guǎi.

只要十分钟就到。

Zhǐyào shí fēnzhōng jiù dào.

走两三分钟就到。

Zǒu liǎng sān fēnzhōng jiù dào.

我每天骑自行车来学校。

Wǒ měi tiān qí zìxíngchē lái xuéxiào.

我每天走着来学校。

Wǒ měi tiān zǒuzhe lái xuéxiào.
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　　我家在横滨市。我每天早上走着去横滨站，坐东横线去涩谷站，

在涩谷站换山手线，在代代木站下车。坐电车大约要一个小时左右。

每个月的月票要一万日元左右。在车上我一般不是看书就是睡觉。下

车以后从南出口出来，沿着路一直往前走，过了铁道路口往左拐，再

过两个路口往右拐，右边的建筑就是我们学校。

スピーチ

　私の家は横浜にあります。毎朝歩いて横浜駅まで行き、東横線で渋谷駅に行き、渋
谷駅で山手線に乗り換え、代々木駅で降ります。電車でだいたい 1時間くらいかかり
ます。毎月の定期券は 1万円くらいです。電車の中ではふつう本を読んでなければ、
寝ています。降りた後は南出口から出て、道に沿ってまっすぐ進み、踏切を通り過ぎ
たら左に曲がり、さらに 2つ交差点を過ぎたら右に曲がると、右の建物が私の学校です。

     Wǒ jiā zài Héngbīn shì. Wǒ měi tiān zǎoshang zǒuzhe qù Héngbīn zhàn, 
zuò Dōnghéng xiàn qù Sègǔ zhàn, zài Sègǔ zhàn huàn Shānshǒu xiàn, zài 
Dàidàimù zhàn xiàchē. Zuò diànchē dàyuē yào yí ge xiǎoshí zuǒyòu. Měi ge yuè 
de yuèpiào yào yí wàn rìyuán zuǒyòu. Zài chē shang wǒ yìbān bú shì kàn shū 
jiùshì shuìjiào. Xiàchē yǐhòu cóng nán chūkǒu chūlai, yánzhe lù yìzhí wǎng qián 
zǒu, guòle tiědào lùkǒu wǎng zuǒ guǎi, zài guò liǎng ge lùkǒu wǎng yòu guǎi, 
yòubiān de jiànzhù jiùshì wǒmen xuéxiào.

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ある場所まで行く経路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: 你平时怎么去学校？

B: 我们住在（①　　　　）。

A: 哦，那么不用担心早上会迟到。你多长时间回一次家？

B: 我（②　　　　）。

A: 怎么回家呢？

B: 一般我（③　　　　）我回家。

A: 从学校到你家没有地铁或公交车吗？

B: 有，但是学校离我家（④　　　　），中间要换好几次车。

A: 从学校到你家开车要多长时间？

B: 不堵车的话，（⑤　　　　）左右。

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. 她是哪个学校的学生？

2. 她怎么去学校？

3. 中国的地铁和日本的地铁有什么不同？

4. 车票一共要多少钱？

5. 下车后到学校怎么走？

音声を聞き取って次の質問に中国語で答えみよう３

音声を聞き取ってどんな内容だったか説明してみよう４


