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今天几月几号
今日は何月何日ですか

                                             jīn       tiān       jǐ        yuè        jǐ        hào

L1-20



Copyright ©2016 Ctalk. All Rights Reserved

       学習目標を確認しましょう。

级别1 2

                                                       rì        qī 

 日 期
 日付　　

  jīn  tiān   jǐ    yuè   jǐ    hào

今天几月几号？
  　今日は何月何日ですか
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1

 jīn   tiān

今天
qián   tiān  

前天　
おととい
zuó  tiān      

昨天
昨日

mínɡ   tiān  

明天
hòu   tiān   

后天
あさって

    jǐ     yuè

 几月
　　　月

     jǐ    hào 

几号？
日

3

    xīnɡ   qī     jǐ

星期几？
　　　曜日

    sì   yuè 

 4月
         xīnɡ   qī     sān 

   星期三。
shí sān  hào

13号，
   



練習しましょう。
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タスク1

１

2 3

絵を見て話しましょう。

例：今天几月几号？星期几？

4



練習しましょう。
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タスク1

讲师用答案页

タスク1 絵を見て話しましょう。

１

2 3

4-1

明天几月几号？星期几？昨天几月几号？星期几？

前天几月几号？星期几？

例：今天几月几号？星期几？

3

后天几月几号？星期几？
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1 5

   

sì   yuè 

4月 

　

   shí qī  hào

 17号
      xīnɡ   qī     jǐ

星期几？
shì  

是

   

sì  yuè 

4月 

　

 shí qī hào 

17号
      xīnɡ   qī   tiān

星期天。
shì  

是



練習しましょう。
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タスク2 絵を見て話しましょう。

１

2 3

例：4月17号是星期几？
       4月17号是星期天。 
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練習しましょう。
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タスク2 絵を見て話しましょう。

１

2 3

例：4月17号是星期几？
       4月17号是星期天。 

6-1

 5月12号是星期几？
 5月12号是星期四。 

 3月15号是星期几？
 3月15号是星期二。 

 6月10号是星期几？
 6月10号是星期五。 
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　 　会話しましょう。

级别1

                     jīn  tiān  jǐ  yuè  jǐ  hào        xīnɡ  qī   jǐ

松本  ：今天几月几号？星期几？

 　　　　　　sì yuè shí sān hào   xīnɡ qī  sān

小王  ：4月13号，星期三 。

 　　　　　　 sì yuè shí qī hào shì  xīnɡ  qī  jǐ

松本  ：4月17号是星期几？

                    xīnɡ  qī  tiān

小王  ：星期天 。

                zài  ɡōnɡ  sī       sōnɡ běn  wèn xiǎo wánɡ  rì    qī

      （在 公 司，松 本 问 小 王 日 期）
         会社で、松本さんは王さんに日付を聞いています
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　　  讲师提问页
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请讲师按照以下内容，就课文内容提问。

1）今天是几月几号？      
答：今天是4月13号。

2）今天是星期几？
答：今天是星期三。

3）4月17号是星期几？
答： 4月17号是星期天。

7-1
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　 　会話の空欄を埋めましょう。

级别1

                     jīn  tiān

松本  ：今天________？_______？

                     sì yuè shí sān hào  xīnɡ  qī  sān

小王  ：4月13号，星期三 。

                    sì yuè shí qī hào shì  

松本  ：4月17号是______？

                    xīnɡ  qī  tiān

小王  ：星期天 。
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　 　会話の空欄を埋めましょう。

级别1

                     jīn  tiān  jǐ  yuè  jǐ  hào        xīnɡ  qī   jǐ

松本  ：今天几月几号？星期几？

                    sì       shí sān                          sān

小王  ：4__13__，_____三 。

                    sì yuè shí qī hào  shì  xīnɡ  qī  jǐ

松本  ：4月17号是星期几？

                                   tiān

小王  ：_____天 。
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　 　絵を見ながら、会話をしましょう。

级别1 10

                                                       rì        qī 

 日 期
日付　　



Copyright ©2016 Ctalk. All Rights Reserved

下次再见吧！

　 　次回で発表しましょう。

级别1

宿題

              　　　　　　
               ɡào   su    lǎo  shī   xià   cì   shànɡ kè dànɡ tiān de    rì     qī 

      告诉老师下次上课当天的日期。

次回授業の日付を先生に教えてください。
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