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□ 打工 dǎ//gōng

　（アルバイトする）
□ 便利店 biànlìdiàn

　（コンビニ）
□ 累 lèi（疲れている）

□ 虽然 suīrán

　（～ だけれども）
□ 工资 gōngzī（給料）

□ 比较 bǐjiào

　（わりと 、 比較的に）
□ 注意 zhùyì

　（注意する 、気をつける）
□ 身体 shēntǐ（体）

李明くんと高橋さんはアルバイトの話をしています。李明くんのバイト先はどこでしょうか。

A: 你 现在 打工 吗 ?

B: 我 课 很 多，没 时间 打工。你 呢？

A: 我 在 便利店 打工。

B: 累 不 累？

A: 虽然 很 累，但 工资 比较 高。

B: 注意 身体！

Nǐ  xiànzài  dǎgōng  ma?

Wǒ  kè   hěn  duō,    méi  shíjiān  dǎgōng.    Nǐ   ne?

Wǒ  zài  biànlìdiàn   dǎgōng.

Lèi   bu   lèi?

Suīrán   hěn  lèi,    dàn  gōngzī    bǐjiào   gāo.

Zhùyì    shēntǐ!

単語Check

置き換えてみよう 下線部を置き換えて練習してみよう

兼語文　「” 有／没有 ” ＋名詞＋動詞フレーズ」
　 “ 没时间打工。Méi shíjiān dǎgōng.”（アルバイトする時間がない。）のような形「“ 有／没有 ” ＋名

詞＋動詞フレーズ」を「兼語文」といいます。この文は動詞フレーズが後ろから名詞を修飾しています。

　我有一件事情跟你商量。Wǒ yǒu yí jiàn shìqíng gēn nǐ shāngliang. 
　　（あなたと相談したいことがあります。）

Point

聞いてみよう

UNIT 
23-1 アルバイトについて話せる①

23 アルバイト

回数の表し方
　１週間に１回、１日に 3 錠のように、ある期間にその動作を何回行うか言いたい場合は、「動作を

行う時間の範囲＋回数」の語順で表します。動詞を入れる場合は「動作を行う時間の範囲＋動詞＋回

数＋目的語」になります。

　一天两次。Yì tiān liǎng cì.（一日に２回。）

　一天吃三次药。Yì tiān chī sān cì yào.（一日に３回薬を飲む。）

　一个星期踢两次足球。 Yí ge xīngqī tī liǎng cì zúqiú.（一週間に２回サッカーをする。）

□ 前 qián（前）

□ 书店 shūdiàn（書店）

□ 时薪 shíxīn（時給）

王力くんは山田くんのアルバイトの条件に興味津々です。

A: 你 在 哪儿 打工 呢 ?

B: 我 在 车站 前 的 书店 打工。

A: 一 个 星期 去 几 次 ?

B:两 到 三 次。

A: 时薪 多少？

B:一 个 小时 一千 日元。

  Nǐ   zài     nǎr     dǎgōng  ne?

 Wǒ   zài  chēzhàn qián de   shūdiàn  dǎgōng.

  Yí   ge    xīngqī    qù   jǐ     cì?

Liǎng dào  sān cì.

  Shíxīn duōshao?

  Yí   ge   xiǎoshí   yìqiān   rìyuán.

単語Check

置き換えてみよう 下線部を置き換えて練習してみよう

聞いてみよう

23-2 アルバイトについて話せる②
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咖啡馆 　　　书店　　　　 饭店　　　 超市
　　　　　 kāfēiguǎn　     　　 shūdiàn                    fàndiàn               chāoshì

一次　　　两三次 　　一个小时九百八十日元  　一天六千
   yí cì　              liǎng sān cì                   yí ge xiǎoshí jiǔbǎi bāshí rìyuán           yì tiān liùqiān
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言ってみよう 練習してみよう

A B

A B
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李红  Lǐ Hóng
書店

月曜日・金曜日

時給 900 円

高桥 Gāoqiáo
コンビニ

月〜金曜日

時給 850 円

铃木 Llíngmù
家庭教師

火曜日・木曜日・土曜日

時給 1500 円

张雪华 Zhāng Xuěhuá
カフェ（スターバックス）

日曜日

時給 950 円

23-1

23-2

▶ A 〜 D のイラストを見ながら 4 人のアルバイト先、回数、時給を説明してみよう

A B

C

アルバイト ?

疲れる
でも時給　

高い

時間ない
あなたは？

コンビニ

体に気をつけて

疲れる ?

A: 今、アルバイトしてる？

A: コンビニでバイトしてる。
A: 疲れるけど時給が高いから。

B: 授業が多くてアルバイトする時間がないよ。　
　あなたは？
B: 疲れる？
B: 体に気をつけてね。

A: どこでアルバイトしてるの？
A:1 週間に何回行くの？
A: 時給はいくら？

B: 駅前の本屋でバイトしてる。
B:2、3 回。
B:1 時間 1000 円。

どこ
アルバイト？

時給？

駅前の本屋

1 週間何回？

1 時間 1000 円

2、3 回
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D

▶自分がしているアルバイト、したいアルバイトについて話してみよう

咖啡馆 kāfēiguǎn（カフェ）
星巴克 Xīngbākè（スターバックス）
便利店 biànlìdiàn（コンビニ）
罗森 Luósēn（ローソン）

全家 Quánjiā（ファミリーマート）
书店 shūdiàn（書店）
超市 chāoshì（スーパー）
家教 jiājiào（家庭教師）

単語 &表現＋ アルバイト先
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