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私の⼀⽇

質問⽂
1 □□□

你每天几点起床？

あなたは毎日何時に起きますか。

2 □□□

起床以后你做什么？

起床後は何をしますか。

3 □□□

然后呢？

そのあとは。

4 □□□

你几点出门？

何時に家を出ますか。

5 □□□

怎么去学校？

どうやって学校に行きますか。

6 □□□

什么时候到学校？

いつ学校に着きますか。

7 □□□

每天有几节课？

毎日何コマ授業がありますか。

8 □□□

一节课有多少分钟？

1 コマは何分ありますか。

9 □□□

有什么课？

どんな授業がありますか。

10 □□□

中午的休息时间几点开始？

昼の休憩時間は何時から始まりますか。

11 □□□

午饭怎么解决？

昼ご飯はどうしていますか（どう解決しますか）
。

12 □□□

几点下课？

何時に授業が終わりますか。

13 □□□

放学后你干什么？

放課後は何をしますか。

14 □□□

你几点回家？

何時に帰宅しますか。

15 □□□

你回家后干什么？

帰宅した後は何をしますか。

16 □□□

然后呢？

それから。

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
①一边〜一边… 「〜しながら…する」

我一边看书，一边听音乐。

②除了〜 ( 以外 ) 还／都…「〜のほかに…」

除了星期一以外，我都去。
除了看书以外，你还有什么爱好？

回答⽂
1 □□□

我每天六点半起床。

私は毎日 6 時半に起きます。

2 □□□

起床以后洗脸、换衣服。

起床後は顔を洗い、服を着替えます。

3 □□□

换好衣服后就吃早饭。

服を着替え終わったらすぐに朝食を食べます。

4 □□□

八点出门。

8 時に家を出ます。

5 □□□

骑自行车去学校。

自転車で学校に行きます。

6 □□□

八点半到学校。

8 時半に学校に着きます。

7 □□□

上午有三节自习课，
下午有四节选修课。
一节课有五十分钟。

午前に 3 コマ自習科目があり、午後に 4 コマ
選択科目があります。
1 コマ 50 分間です。

8 □□□

10 □□□

星 期 一 的 话， 第 一 节 是 数 学， 月曜日なら 1 時間目は数学で、2 時間目は科
学で…
第二节是科学…
十二点十分开始，有五十分钟。 12 時 10 分に始まり、50 分間あります。

11 □□□

每天早上妈妈给我准备便当。

12 □□□

周一到周五，下午四点下课。

9 □□□

13 □□□

13 □□□

13 □□□

13 □□□

毎朝母が私にお弁当を準備してくれます。

月曜日から金曜日まで、午後 4 時に授業が終
わります。
星期一到星期三参加学校的社团 月曜日から水曜日までは学校のクラブ活動
（サークル活動）に参加します。
活动。
除了星期五以外,晚上七点以前回家。 金曜日以外は夜 7 時前に帰宅します。

回家后，先洗手，然后跟家人吃饭。吃 帰宅後はまず手を洗い、それから家族と食事をします。食
事後はテレビを見ながら、友達にメッセージを送っておしゃ
饭后一边看电视，
一边和朋友发信息聊天。 べりをします。
十点以前洗澡，然后预习明天 10 時前にお風呂に入り、それから明日の授業の予習を
します。12 時になったら寝ます。
的课。到了十二点睡觉。

新出単語
以后 yǐhòu（以後）, 洗脸 xǐ//liǎn（顔を洗う）, 然后 ránhòu（それから）, 出门 chū//mén（家を出る）, 自习课 zìxí kè（自習科目）,
选修课 xuǎnxiū kè（選択科目）, 比如 bǐrú（たとえば）, 准备 zhǔnbèi（準備する）, 便当 biàndāng（弁当）, 顺便 shùnbiàn（つ
いでに）, 便利店 biànlìdiàn（コンビニ）, 三明治 sānmíngzhì（サンドイッチ）, 放学 fàng//xuè（学校がひける）, 社团活动
shètuán huódòng（部活）, 直接 zhíjiē（直接に）, 麦当劳 Màidāngláo（マクドナルド）, 大约 dàyuē（だいたい）, 家人 jiārén（家族）
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表現のポイント
1 授業コマ数を尋ねる
每天有几节课？

上午有四节课，下午有两节课。

Měi tiān yǒu jǐ jié kè?

Shàngwǔ yǒu sì jié kè, xiàwǔ yǒu liǎng jié kè.

除了星期六以外，都有六节课。
Chúle xīngqīliù yǐwài, dōu yǒu liù jié kè

2 授業の内容を尋ねる
有什么课？

星期三上午有语文课，下午有汉语和英语课。

Yǒu shénme kè?

Xīngqīsān shàngwǔ yǒu yǔwén kè , xiàwǔ yǒu Hànyǔ hé Yīngyǔ kè.

今天上午全都是自习课。
Jīntiān shàngwǔ quán dōu shì zìxí kè.

下午有我特别喜欢的汉语课。
Xiàwǔ yǒu wǒ tèbié xǐhuan de Hànyǔ kè.

3 放課後の予定を尋ねる
放学后你干什么？

星期四直接回家。

Fàngxuè hòu nǐ gàn shénme?

Xīngqīsì zhíjiē huíjiā.

星期五在麦当劳打工。
Xīngqīwǔ zài Màidāngláo dǎgōng.

４ 帰宅時間を尋ねる
你几点回家？

每天大约六点左右回家。

Nǐ jǐ diǎn huíjiā?

Měi tiān dàyuē liù diǎn zuǒyòu huí jiā.

我每天回家的时间都不一样。
Wǒ měi tiān huí jiā de shíjiān dōu bù yíyàng.
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スピーチ
我每天七点起床。吃了早饭以后，洗脸、刷牙、换衣服。我七点五十分
出门，走着去车站。然后坐地铁去学校，八点半以前到学校。每天上午有四
节课，下午有三节课。星期三下午就是汉语课。下午四点下课后先回家，然
后就去便利店打工。晚上七点半回家。回家以后先洗手，然后跟家人一边吃
晚饭，一边看电视。这是一天之中我最喜欢的时间。吃完饭我一般先洗澡，
等吹干头发，就在沙发上给朋友们发信息聊天。晚上十二点睡觉。
Wǒ měi tiān qī diǎn qǐchuáng. Chīle zǎofàn yǐhòu, xǐliǎn、shuā yá、huàn yīfu. Wǒ qī
diǎn wǔshí fēn chūmén, zǒuzhe qù chēzhàn. Ránhòu zuò dìtiě qù xuéxiào, bā diǎn bàn
yǐqián dào xuéxiào. Měi tiān shàngwǔ yǒu sì jié kè, xiàwǔ yǒu sān jié kè. Xīngqīsān
xiàwǔ jiùshì Hànyǔ kè. Xiàwǔ sì diǎn xiàkè hòu xiān huí jiā, ránhòu jiù qù biànlìdiàn
dǎgōng. Wǎnshang qī diǎn bàn huí jiā. Huí jiā yǐhòu xiān xǐshǒu, ránhòu gēn jiārén
yìbiān chī wǎnfàn, yìbiān kàn diànshì. Zhè shì yì tiān zhīzhōng wǒ zuì xǐhuan de
shíjiān. Chīwán fàn wǒ yìbān xiān xǐzǎo, děng chuīgān tóufa, jiù zài shāfā shang gěi
péngyoumen fā xìnxī liáotiān. Wǎnshang shí’èr diǎn shuìjiào.
私は毎日 7 時に起きます。朝食を食べた後、顔を洗い、歯を磨き、服を着替えます。私は 7 時 50
分に家を出て、歩いて駅に行きます。それから地下鉄で学校に行き、8 時半前に学校に着きます。毎
日午前に 4 コマ授業があり、午後に 3 コマ授業があります。水曜日の午後が中国語の授業です。午
後 4 時に授業が終わったらまず家に帰り、それからコンビニにアルバイトに行きます。夜 7 時半に
家に帰ります。帰宅後は手を洗い、それから家族といっしょに夕食を食べながら、テレビを見ます。
これが一日の中で私が一番好きな時間です。食事を終えたらふつうは、まずお風呂に入り、髪の毛を
乾かしてから、ソファーで友達にメッセージを送りおしゃべりをします。夜 12 時になったら寝ます。

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ふだんの一日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。
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練習してみよう
1

中国人 (A) と日本人 (B) の会話を聞き取ってみよう

A: 你们高中几点上课？
）就上课。

B:（①

A: 一节课多长时间？
B: 一节课（②

）
。

A: 你们都上些什么课？
B:（ ③
（⑤

）、 数 学 和（ ④

）。 因 为 我 是 文 科， 所 以 还 要 上

）和地理课。

A: 你每天几点放学？
B: 一般（⑥
A:（⑨

）后你做什么？

B:（⑨

）后我要去（⑩

2
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）放学，（⑦

）的话，（⑧

）放学。

）上奥数课，然后要去上钢琴课。

2 人が話題にしているのはなにか話し合ってみよう

３ 音声を聞き取って次の質問に中国語で答えてみよう

1. 她每天几点起床？

2. 她早饭怎么解决？

3. 她一个星期一共有几节课？

4. 一节课的时间跟日本一样吗？

5. 周二和周三，她下课后做什么？
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