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	 第一课	 问候与打招呼  あいさつと呼びかけ

【常用句】この課に出てくるキーフレーズを覚えましょう

1-1 我去教室，你呢？ Wǒ qù jiàoshì, nǐ ne?

教室に行きます。あなたは？

2-1 好久不见，最近怎么样？ Hǎo jiǔ bú jiàn, zuìjìn zěnmeyàng?

久しぶり。最近どうですか？ 

2-2 还不错，你呢？ Hái bú cuò, nǐ ne?

上々です。あなたは？ 

2-3 最近挺忙的。 Zuìjìn tǐng máng de.

最近はとてもいそがしいです。

2-4 我有点儿急事儿，得先走了。 Wǒ yǒudiǎnr jíshìr, děi xiān zǒu le.

急ぎの用事があるので、もう行かなければなりません。

2-5 有时间我们一起吃饭吧。 Yǒu shíjiān wǒmen yìqǐ chī fàn ba.

時間があるときに食事をしましょうよ。

2-6 有时间再联系。 Yǒu shíjiān zài liánxì.

時間があるときにまた連絡しあいましょう。

3-1 你这是去哪儿呀？ Nǐ zhè shì qù nǎr ya?

これからどこに行くの？ 

3-2 最近忙什么呢？ Zuìjìn máng shénme ne?

最近は何をしているのですか？

3-3 我等你电话。 Wǒ děng nǐ diànhuà.

電話を下さるのを待っています。
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实况录音1 你好
张华は刘涛を見かけました002

【练习1　选择正确答案】
問題を聞き、スキットにあてはまるものを選びましょう。

1 A．教室	 B．学校	 C．图书馆	 D．书店

2 A．教室	 B．图书馆	 C．宿舍	 D．书店

3 A．教师	 B．服务员	 C．职员	 D．学生
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【练习3　选择正确答案】
問題を聞き、スキットにあてはまるものを選びましょう。

1 A．莉莉	 B．小梅	 C．梅梅	 D．小莉

2 A．不清楚	 B．教室	 C．参加考试	 D．办公室

3 A．汉语	 B．法语	 C．日语	 D．英语

4 A．明天	 B．不一定	 C．哪天	 D．那天
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实况录音 2 好久不见
運動場で友人に会いました004

【练习2　判断下列句子的正误】
読み上げる文章が、スキットと合っていれば○、間違っていたら×を書きましょ
う。

1 　　　　2 　　　　3 　　　　4 　　　　5 　　　　6 　　
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实况录音 3 最近忙什么呢
莉莉と小梅が教室で話をしています006

近来 jìnlái：近ごろ、最近
不错 búcuò：すばらしい。わるくない
挺 tǐng：とても
忙 máng：忙しい

単語

有点儿 yǒudiǎnr：少し
得 děi：しなければならない。～すべき
だ
联系 liánxì：連絡する。連絡を取り合
う。つながる

最近 zuìjìn：近ごろ、最近
天天 tiāntiān：毎日、来る日も来る日も
准备 zhǔnbèi：備える、準備する
考试 kǎoshì：試験、テスト。試験を受
ける、試験を行う

単語 祝 zhù：祈る、願う
成绩 chéngjì：記録、成果、成績
改天 gǎitiān：日を改めて。いつか
哪 nǎ：どの
等 děng：待つ
莉莉 Lìli：（人名）莉莉さん（ちゃん）
小梅 Xiǎoméi：（人名）梅さん（ちゃん）
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スキット3 最近忙什么呢

最近どう

（在教室）

莉莉 ： 下课了，小梅。

小梅 ： 莉莉，你这是去哪儿呀？

莉莉 ： 出去一下，最近忙什么呢？

小梅 ： 最近天天准备考试。

莉莉 ： 要考什么试啊？

小梅 ： 英语考试。

莉莉 ： 啊，祝你考一个好的成绩。

小梅 ： 谢谢，谢谢。

莉莉 ： 改天再联系吧。

小梅 ： 好的。哪天我等你电话。

莉莉 ： 行，再见。

小梅 ： 再见。

（教室で）
莉莉：  （授業が終わって）帰るのね、小

梅。
小梅： 莉莉、あなたはどこに行くの？
莉莉：  ちょっと外出するの。最近は何をし

てるの？
小梅： 最近は毎日、試験勉強よ。
莉莉： 何の試験？
小梅： 英語の試験よ。
莉莉：  そうなの。いい成績が取れますよ

うに（＝がんばってね）。
小梅： うん、ありがとう。
莉莉：  今度また連絡をとりあおうよ（＝こ

んどまた話そうよ）。
小梅： いいわね。いつか電話してね。
莉莉： うん。じゃあね。
小梅： またね。

スキット1 你好

やあ

（在路边）

张华： 刘涛，你好。

刘涛： 你好，张华。你去哪儿呢？

张华： 我去教室。你呢？

刘涛： 我去图书馆。

张华： 再见。

刘涛： 再见。

（路上で）
張華： やあ、劉濤。
劉濤： やあ、張華。どこ行くの？
張華： 教室に行くよ。君は？
劉濤： 図書館に行くよ。
張華： じゃあな。
劉濤： またな。

スキット2 好久不见

久しぶり

（在操场）

甲： 你好。

乙： 你好。

甲： 好久不见，近来怎么样啊？

乙： 还不错，你呢？

甲： 还行吧，挺忙的。

乙： 是吗？哎呀！我有点儿急事，得走了，

有时间我们一起吃饭吧。

甲： 好的。有时间再联系。再见。

乙： 再见。

（運動場で）
Ａ： こんにちは。
Ｂ： こんにちは。
Ａ： 久しぶりね。最近どう？
Ｂ： 上 よ々。あなたは？
Ａ： まあまあね。とても忙しいのよ。
Ｂ： そうなの？　あら！　私、急ぎの用

事があるから、行かなくちゃ。時間
が取れたら一緒に食事しようよ。

Ａ： そうね。時間があったら連絡を取ろ
うね。じゃあまた。

Ｂ： じゃあね。
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練習の問題文と回答

【練習 1】

1 张华要去哪儿？（張華はどこに行こうとし
ているか）　A．教室
2 刘涛要去哪儿？（劉濤はどこに行こうとし

ているか）　B．図書館
3 他们可能是什么人？（彼らはどういう人物

か）　D．学生

【練習 2】

1 ×
 她们两个人经常见面。（2 人はしばしば会っ

ている）
2 ×
 她们两个人最近都不太忙。（最近 2 人とも

あまり忙しくない）
3 ○
 她们两个人最近过得都很好。（2 人とも最近

の状況は良い）
4 ×
 她们每天在一起吃饭。（2 人は毎日一緒に

食事している）
5 ○
 录音中的一个人因为有急事先走了。（スキッ

トでは 1 人が急用のため立ち去った）
6 ○
 她们有空儿的时候会再联系。（2 人は時間

があるときに連絡を取り合うだろう）

【練習 3】

1 谁下课了？（授業が終わり帰るのは誰か）
B．小梅
2 莉莉要去哪儿？（莉莉はどこに行くつもり

か）　A．分からない
3 小梅在准备什么考试？（小梅は何の試験

を受けるつもりか）　D．英語
4 她们什么时候再联系？（2 人は次にいつ連

絡を取り合うか）　B．決まっていない

1 好久不见，最近怎么样？（久しぶりですね。最近どうですか）
怎么样：疑問代詞。物事の状況や相手の考えを尋ねる。
（例）	奶奶的病怎么样？ 好点儿了吗？

おばあさまの具合はいかがですか。良くなられましたか。

2 还不错，你呢？（まあまあです。あなたは）
呢：疑問を表す語気助詞。単独の名詞あるいは代詞の後ろでのみ使
える。“还不错，你呢？”は「私の状況は上々である。あなたの状況
はどうか」という意味を表す。相手が複数の場合は“你们呢？”“他

们呢？”と言う。
（例）	我是上海人，你呢？（你是哪儿的人？）

わたしは上海出身です。あなたは（どちらのご出身ですか）？

3 最近挺忙的（最近はとても忙しい）
挺……的：会話表現で常用される。ふつう「……」には形容詞が入
る。“挺”の意味は“很”に相当し、“挺热的”“挺好的”“挺漂亮

的”のように用いる。“的”を省略することもある。

4 我有点儿急事儿，得先走了

（急ぎの用事があるので、もう行かなければなりません）
得：「～しなければならない」「～すべきだ」という意味を表す助動
詞。発音は“děi”。会話表現で使用されることが多い。動詞・数量
詞（数詞＋量詞）・フレーズの前に置かれる。単独で質問の答えとな
ることはできない。否定表現は“不用”（“＊不得”とは言わない）。
（例）	我得去上课了，不然要迟到了。

学校に行かなければ。遅刻してしまう。

5 有时间我们一起吃饭吧（時間がとれたら一緒に食事しましょう）
吧：文末に用いる語気助詞。依頼・提案などを示して相手と相談し
ようとするニュアンスを表す。命令・催促などの語気を表すこともあ
る。
（例）	我看咱们还是坐公共汽车去吧。

やっぱりバスで行くのがいいと思うんだけど。

6 哪天我等你电话（いつか電話を下さい）
哪：疑問代詞。会話表現では“něi”と発音される。ここでは確定す
ることができない「いつか」を表す不定用法で用いられている。

文
法
解
説

（例）	你哪天有空儿就过来玩儿吧！

いつか時間ができたら遊びに来てね。

1 你这是去哪儿呀？（どこに行くところなの）
去哪儿：親しい者同士が言葉を交わす際の気軽な呼びかけで、一
種のあいさつ言葉。同様のあいさつには“下班（课）了？”（帰宅中な
の）、“干什么去呀？”（何しにいくの）、“最近怎么样啊？”（最近ど
う）、“工作忙吗？”（仕事は忙しい）などがある。時として“你吃饭

了吗？”（もう食事したの）、“你去哪儿？”（どこに行くの）のように質
問内容が具体的な場合もあるが、聞き手は相手の用事の内容を尋
ねたいわけではないので、尋ねられた側は本当のことを答えてもよい
し、スキット３の“出去一下”のように簡略化して答えてもよい。

文
化
解
説


