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一共多少钱
合計でおいくらですか

                                                      yí     gòng   duō   shǎo    qián 
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       学習目標を確認しましょう。

级别1 2

   cān     tīng   mǎi    dān

 餐 厅 买 单
レストランで勘定をする　　

  yí   gòng duō shǎo qián

一共多少钱？
合計でおいくらですか
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1 3

                       yí     gòng 

一共
合計で、合わせて

                            zhè   gè

这个
       

                            zhè   xiē

这些 
これら

                    duō   shǎo  qián

 多少钱？

［……多少钱？］        …おいくらですか。



練習しましょう。
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タスク1

1 2

絵を見て話しましょう。

例：一共多少钱？

4

←这些



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

4-1

这个多少钱？ 这些多少钱？

2

例：一共多少钱？

←这些
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1 5

                  yí     gòng 

一共
                yì      bǎi     wǔ     shí       sì     yuán

  一百五十四元。
 

                                       shí    liù   kuài  sān

　　　十六块三 「元」の口語
       

                                   èr    shí   yuán   qī   jiǎo

二十元七角
一「角」は一「元」の十分の一

会話では「毛」という
 

［数字+元］        …元です



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

例：一共一百五十四元。

6



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

6-1

 一共十六块三。 一共二十元七角。

2

例：一共一百五十四元。
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　 　会話しましょう。

级别1

                zài   fàn  guǎn    sōng běn  jiào   fú    wù  yuán

      （在 饭 馆，松 本 叫 服 务 员 ）
     レストランで、松本さんはウェーターさんを呼んでいます

7

【买单】の意味：勘定をする。　　【稍等】の意味：少々お待ちください。
【现金】の意味：現金。　　　　　 【刷卡】の意味：カードで支払う。

                              fú         wù     yuán           mǎi      dān 

   松本：服 务 员，买 单！ 
                              hǎo       de                nín       shāo    děng        yí      xià

服务员：好 的 。您 稍 等 一 下 。
          ……
            yí     gòng     duō     shǎo    qián 

   松本：一 共 多 少 钱？ 
                                                  yuán           xiàn      jīn        hái       shì      shuā       kǎ

服务员：154 元，现 金 还 是 刷 卡？
                            shuā     kǎ 

   松本：刷 卡 。
 



　　  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）松本叫服务员做什么？      
答：松本叫服务员买单。

2）一共多少钱？
答：一共一百五十四元。

3）松本是现金还是刷卡？
答：松本是刷卡。

7-1
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　 　会話の空欄を埋めましょう。

级别1 8

                              fú         wù    yuán             

   松本：服 务 员，         ！ 
                             hǎo      de                   nín      shāo  děng       yí         xià

服务员：好 的 。您 稍 等 一 下 。
          ……
                                  duō     shǎo   qián 

    松本：        多 少 钱？ 
                                                  yuán           xiàn       jīn       hái       shì      shuā       kǎ

服务员：154 元，现 金 还 是 刷 卡？
                             

   松本：       。
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　 　会話の空欄を埋めましょう。

级别1 9

                              fú        wù     yuán            mǎi      dān 

   松本：服 务 员，买 单！ 
                              hǎo      de                 nín                              yí        xià

服务员：好 的 。您        一 下 。
          ……
            yí       gòng    duō      shǎo    qián 

    松本：一 共 多 少 钱？ 
                                                  yuán                                   hái     shì    

服务员：154 元，        还 是        ？
                            shuā      kǎ 

   松本：刷 卡 。
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　 　絵を見ながら、会話をしましょう。

级别1 10

   cān     tīng   mǎi    dān

 餐 厅 买 单
レストランで勘定をする　　
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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   gào    su  lǎo   shī    nǐ    zài   biàn  lì   diàn zěn  me  mǎi

        下次告诉老师你在便利店怎么买
dōng  xi

东西。

　コンビニでどう買い物をしますか。次回に先生
に教えてください。

11


