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我要一杯咖啡
コーヒー 一杯ください

                                      wǒ      yào       yì        bēi        kā        fēi
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       学習目標を確認しましょう。

级别1 2

 wǒ   yào    yì   bēi    kā   fēi

我要一杯咖啡。
        コーヒー 一杯ください

 biǎo  dá    xū   yào

表达需要
  　注文の表現　　
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1

yào 

要

3

　 
      hái    shì 

　还是
rè     de 

热的
熱い

          dà    bēi              

大杯
miàn tiáo             

面条
ヌードル

　  ｑù  chāo  shì        　　　   

  去超市

   
       bīnɡ   de     

  冰的？
冷たい

xiǎo bēi 

小杯
                mǐ    fàn 

米饭
ライス

　　　　qù 　jiǔ 　bā

去酒吧

[…还是…？]      “それとも”　　　　



練習しましょう。
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タスク1 絵を見て話しましょう。
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１

2 3

例：要热的还是冰的？



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

4-1

絵を見て話しましょう。

１

2 3

例：要热的还是冰的？

要大杯还是小杯？ 

要面条还是米饭？ 要去超市还是去酒吧？ 
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1

nǐ

你
tā

她
        tā   men        

  他们

tā

他

gěi 

给
qián 

　钱。
huā

　　　花　はな

                 yì    bē   hóng chá          

一杯红茶

xī zhuāng

西装
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練習しましょう。
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タスク1 絵を見て話しましょう。
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例：给你钱。 １

2 3



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

6-1

絵を見て話しましょう。

例：给你钱。 １

2 3

给她花。

给他们一杯红茶。 给他西装。
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　 　会話しましょう。

级别1

                   nǐ   hǎo     wǒ  yào   yì    bēi   kā   fēi

松本  ：你 好！我 要 一 杯 咖 啡 。
                   yào  rè    de  hái   shì  bīnɡ de

店员　：要 热 的 还 是 冰 的？
                   rè    de

松本　：热 的 。
                          kuài

店员　：32 块 。
                   ɡěi   nǐ  qián

松本　：给 你 钱 。
                 zhǎo nín          kuài

店员　：找 您 18 块 。  

7

                zài    kā    fēi   diàn     sōnɡ běn  yào  diǎn  kā    fēi          yǔ   fú    wù  yuán  duì  huà

      （在 咖 啡 店，松 本 要 点 咖 啡，与 服 务 员 对 话）
　      カフェーで、松本さんはコーヒーを注文したいから、店員と話しています

【要】の意味： 注文する。
【块】の意味： 「口語」人民元の単位。
【找】の意味： おつりを払う。



　　  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）松本要买几杯咖啡？热的还是冰的？    
答：他要买一杯热的咖啡。

2）一杯咖啡多少钱？找零多少？
答：一杯18块，找零32块。 

2）你能推算出松本给了服务员多少钱吗？
答：松本给了服务员50块。 

7-1



Copyright ©2016 Ctalk. All Rights Reserved

　 　会話しましょう。

级别1

                  nǐ   hǎo      wǒ  yào 

松本  ：你 好！我 要_________。
                  yào   rè   de   hái   shì  bīnɡ de

店员　：要 热 的 还 是 冰 的？
                   

松本　：____。
                          kuài

店员　：32 块 。

松本　：_______。
                 zhǎo nín          kuài

店员　：找 您 18 块 。  
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　 　会話しましょう。

级别1

                   nǐ   hǎo     wǒ  yào   yì    bēi   kā   fēi

松本  ：你 好！我 要 一 杯 咖 啡 。
                  yào           hái  shì

店员　：要____还 是_____？
                   rè    de

松本　：热 的 。
                        

店员　：32___ 。
                   ɡěi   nǐ  qián

松本　：给 你 钱 。
                                     kuài

店员　：____18 块 。  
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       学習目標を確認しましょう。

级别1 10

 biǎo  dá    xū   yào

表达需要
  要求を表現する　　
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下次再见吧！

　 　次回で発表しましょう。

级别1

宿題

              　　　　　　
  xià   cì    ɡào   su   lǎo   shī          nǐ   qù shānɡ chǎnɡ mǎi shén me

下次告诉老师，你去商场买什么？

次回、｢デパートに何を買いますか｣先生に教
えてください。
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