
yï ― 1

 fàngjià qián

放假前
●

　休日の前

第 一 课

kàn shÆ
看书 kàn diànshì

看电视

yuëhuì
约会

デートする

l yóu
旅游

qù dòngwùyuán
去动物园

duànliàn
锻炼

体を鍛える
guàng shãngdiàn

逛商店

デパートをぶらぶら歩く

dä pÆkè
打扑克

qù gõngyuán
去公园

xiÆxi
休息

休む

kàn diànyœng
看电影

tïng yïnyuè
听音乐



国庆节 清明节 元旦 端午节 中秋节

去旅游　　去探亲　　去玩儿　　去听音乐　　去动物园　

2 ― èr

一　 五一劳动节放几天假？　　メーデーは何日間休みになりますか

替换划线部分的短语,练习会话。

下線部の語句を入れ替えて、対話しよう。

练习１

会话１  CD1

二　 你在哪儿打工呢？　　どこでアルバイトをするのですか

练习２

会话２  CD2

替换划线部分的短语,练习会话。

下線部の語句を入れ替えて、対話しよう。

五一劳动节放几天假？

一天。加上星期六、星期天，

可以休息三天。

那你准备干什么呢？

我想回一趟老家。你呢？

你在哪儿打工呢？

我给高中生当家教呢。

你给学生教什么呢？ 数学。

物理　　化学　　语文　　英语　

累　　　难　　　忙　　 辛苦

我要去打工。

是吗？一定很苦吧？

不太苦，但是压力很大。

劳动节 Láodòngjié
メーデー

放假 fàngjià 休みになる
加上 jiãshang 加える
准备 zhŒnbèi 準備する
干 gàn する、やる
一趟 yítàng
回老家 huí läojiã

実家に帰る

打工 dägõng
アルバイトをする

国庆节 Guóqìngjié
清明节 Qïngmíngjié
元旦 Yuándàn
端午节 DuãnwŒjié
中秋节 ZhõngqiÆjié
探亲 tànqïn

親戚まわりをする

玩儿 wánr 遊ぶ

给 gåi …に
当 dãng 担当する
家教 jiãjiào 家庭教師
一定 yídìng きっと、必ず
苦 kŒ つらい
压力 yãlì 圧力
累 lèi 疲れる
难 nán 難しい
忙 máng 忙しい
辛苦 xïnkŒ

苦労する、つらい

WŒyïláodòngjié fàng jœtiãnjià?

Yìtiãn. Jiãshang xïngqïliù、xïngqïtiãn, kåyœ xiÆxi sãntiãn.

Nà nœ zhŒnbèi gàn shénme ne?

Wö xiäng huí yítàng läojiã. Nœ ne?
Wö yào qù dägõng.

Nœ zài när dägõng ne?

Wö gåi
gãozhõngsheng
dãng jiãjiào ne.

Nœ gåi xuésheng jião shénme ne? Shùxué.

Shìma? Yídìng
hån kŒ ba?

Bútài kŒ, dànshì yãlì håndà.



把下面的句子改写成“把”字句。

例にならって、“把”構文に書き換えなさい。

五一劳动节 国庆节 元旦 春节　
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三　 中国人节假日怎么过呢？

仿照例句，用下面的词练习会话。　下の語とイラストを参考に、

下線部の語句を入れ替えて、後半部分の対話をしよう。

练习３

练习４

四　 你把作业做完了吗？　　宿題をやり終えましたか

会话３

会话４

 CD3

 CD4

听说中国的节假日越来越多了。

是啊。清明节、端午节、

中秋节也都各放一天假。

中国人节假日怎么过呢？

旅游、探亲、逛商店什么的。

你把作业做完了吗？

做完了，你呢？

我还没有做完呢。

做完了一起去玩儿吧。

例：我写完了那篇小论文。→我把那篇小论文写完了。

我看完了那本书。 →

猫吃了鱼。 →

她吃了我的苹果。 →

好吧。你再等一会儿。我马上就做完了。

中国人は祝日はどう過ごし
ますか

节假日 jiéjiàrì
記念日と休日

怎么 zånme
どのような方法で

越来越… yuèláiyuè
ますます

把 bä …を（…する）

做 zuò する

注“做完了”の「完」は結果補

語。「…し終わる」

还 hái まだ

马上 mäshàng すぐ

写小论文 xiå xiäolùnwén
小論文を書く

Tïngshuõ Zhõngguó de jiéjiàrì yuèláiyuè duõ le.

Shìa. Qïngmíngjié、
DuãnwŒjié、
ZhõngqiÆjié yå dõu
gè fàng yìtiãn jià.

Zhõngguórén jiéjiàrì
zånme guò ne?

L yóu、tànqïn、guàngshãngdiàn shénmede.

Nœ bä zuòyè zuòwanle ma?

Zuòwanle, nœ ne?

Wö háiméiyöu
zuòwan ne.

Zuòwanle yìqœ qù wánr ba.

Häoba. Nœ zài dång yíhuìr. Wö mäshàng jiù zuòwanle.



4 ― sì

节日 祝日

其中 qízhõng
そのうち、その中

既…也… jì…yå…
…でもあれば…でもある

元宵节 陰暦１月15 日の伝

統的な節句

阴历 太陰暦、陰暦

妇女节 Fùn jié
国際婦人デー

植树节 Zhíshùjié
植樹の日

青年节 Qïngniánjié
青年運動記念日

儿童节 Értóngjié
子供の日

建军节 JiànjÆnjié
（中国人民解放軍）建軍の

記念日

教师节 Jiàoshïjié
教師の日

阳历 太陽暦、陽暦

圣诞节 クリスマス

情人节 バレンタインデー

假日 jiàrì 休日

五　 中国的节假日　　中国の記念日と休日

阅　读  CD5

练习５

　　中国的节日很多，其中既有春节、元宵节和中秋节等阴历的节日；

也有元旦、三八妇女节、植树节、五一国际劳动节、五四青年节、六一

儿童节、八一建军节、教师节和十一国庆节等阳历的节日；还有圣诞节

和情人节等从外国来的节日。

　　元旦、春节、国际劳动节和国庆节，还有清明节、端午节和中秋节

是全民都可以休息的假日。当然了,每周的星期六

和星期天也是休息日。

阅读上面的文章，回答下列问题。

上の文を読んで、次の質問に答えなさい。

练习６

1. 中国的节日有几种？分别是什么？

2. 哪些节日放假？

3. 几月几号是情人节？

4. 星期六也可以休息吗？

5. 圣诞节是几月几号？

请听录音，然后把相关的汉字和拼音连接起来。

音声を聴きながら、漢字とピンインを結びなさい。

01. 假日　· ·Zhíshùjié

02. 情人节· ·yánglì

03. 圣诞节· ·jiàrì

04. 阳历　· ·ZhõngqiÆjié

05. 阴历　· ·yïnlì

06. 植树节· ·Yuánxiãojié

07. 节假日· ·jiéjiàrì

08. 节日　· ·jiérì

09. 元宵节· ·Qíngrénjié

10. 中秋节· ·Shèngdànjié

 CD6
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练习７

六　 你要干什么？　　何をするつもりですか

请听一位女同学和一位男同学的会话，然后回答下面的问题。

会話を聴いて、質問に答えなさい。

练习８

1. 五一劳动节女同学回老家吗？

□ 不知道 □ 回 □ 不回 □ 也许回

2. 男同学回吗？

□ 回 □ 不回 □ 还没决定 □ 也许不回

3. 女同学五一劳动节准备干什么？

□ 约会、看电视 □ 旅游、听音乐

□ 约会、旅游 □ 约会、听音乐

4. 男同学的计划是什么？

□ 听音乐、看电视 □ 听音乐、约会

□ 约会、看电视 □ 听音乐、旅游

请把下面每个节日的名称、日期和读音用线连接起来。

日本の祝日を中国語ではどのようにいうのだろう。

正しいものを線で結びなさい。

01月 01日· ·宪法纪念日· ·Értóngjié

01月 11日· ·国民的假日· ·L‚sèjié

02月 11日· ·敬老节　　· ·ChÆnfënjié

　 　　　· ·秋分节　　· ·Tiãnhuángdànshëngrì

04月 29日· ·体育节　　· ·Yuándàn

05月 03日· ·元旦　　　· ·Qínláogänxièjié

05月 04日· ·海之日　　· ·Chéngrénjié

05月 05日· ·天皇诞生日· ·Wénhuàjié

07月 03日· ·成人节　　· ·Jiànguójìniànrì

09月 03日· ·文化节　　· ·Tœyùjié

　 　　　· ·建国纪念日· ·Xiànfäjìniànrì

10月 03日· ·勤劳感谢节· ·QiÆfënjié

11月 03日· ·绿色节　　· ·Guómíndejiàrì

11月 23日· ·春分节　　· ·Häizhïrì

12月 23日· ·儿童节　　· ·Jìngläojié

の第２
月曜日

の第３
月曜日
の第３
月曜日

の第２
月曜日
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也许 yåxŒ …かも知れない

计划 jìhuà 計画する

補充練習①
练习7（CD7）の会話を聴い

て、空欄を埋めなさい。

1 .五一你（　　　）老家

吗？

2 .（　　　），你呢？

3 .我（　　　）。

4 .那你想（　　　）呢？

5 .我想（　　　　　　

　　　 ），你呢？

6 .我要去（　　　）还要

去（　　　）。

春分日（　　）３月20
日頃

秋分日（　　）９月23
日頃

補充練習②
次の中国語を日本語に訳し

なさい。

1 .下个月五号我准备回

老家。

2 .国庆节放三天假。

3 .作业做完了吗？

4 .给高中生当家教压力

很大。

5 .听说中国的节假日越

来越多。



语 法
要 点

●文法のポイント●

6 ― liù

1.　「“要”／“想”＋動詞（＋目的語）」　意志や願望を表わす。「…（し）たい、…（する）つもりだ」

他要看中国电影。彼は中国の映画を見たがっている。

我想去美国留学。私はアメリカに留学したい。

＊否定には、通常“不想”や“不愿意”を用い、“不要”は用いない。（“不要”は「禁止」の意味
を表わし、意志や願望の否定ではない）

他不想看中国电影。彼は中国映画を見たくない。

＊質問に対して単独で答える以外は、単独では述語にならず、後ろに他の動詞が必要となる。

你想去美国留学吗？—想／不想。あなたはアメリカに留学したいですか？―はい。/いいえ。

2.　“听说”、“听…说”　伝聞を表わす。

“听说”「聞くところによると」

听说你是汉语老师。聞くところによると、あなたは中国語の先生だそうですね。

“听…说”「…によると」　情報源を明らかにする。

听你妈妈说你是汉语老师。あなたのお母さんによると、あなたは中国語の先生だそうですね。

3.　“把”構文　「主語＋“把”＋目的語（対象）＋動詞＋補充成分」「…を（…する）」

“把”を用いて動作・行為の対象を提示し、それにどのような処置を行ったかを、動詞の後に具
体的に描写する。“把”の後に来る目的語は特定のもので、不特定なものには使用できない。こ
の構文では動詞は単独では使用できず、後ろに必ず補充成分（“了”や補語など）を加える。

我把女朋友带回老家了。私はガール・フレンドを実家に連れて帰った。

我把作业做完了。私は宿題をし終えた。

○把那本书（あの本。特定された本）　×把一本书（一冊の本。不特定の本）

＊“把”構文で使用できる動詞は、能動的な動作・行為を表わす動詞のみ。すべての動詞が使
用できるわけではない。心理的な動詞（喜欢など）や状態を表わす動詞（有、在など）は使

用できないので注意する。

4.　離合詞　本来は「動詞＋目的語」であったものが、動詞的にひとまとまりで用いられるように
なったもの。ただし、動詞の直後につける“了”や“过”、あるいは目的語の修飾など
を加える時には、本来の形に添って「動詞＋…＋目的語」の形になる。
放　＋　假　休暇になる　　放一天假　１日休暇になる
動詞 目的語

＊その他の離合詞：“结婚”“打工”など


