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您有空吗
時間が空いていますか

                                                         nín      yǒu    kòng    ma
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       学習目標を確認しましょう。

级别1 2

     biǎo    dá    yuàn  wàng 

 表 达 愿 望 2
願望を表現する　　

 nín  yǒu  kòng ma

您有空吗？
時間が空いていますか
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1 3

                 qù     wài     tān    kàn   kan 

  去外滩看看？
 

                                   hē   bēi     pí     jiǔ

喝杯啤酒
      　　ビール 

                               qù    dǎ   gāo    ěr     fū

去打高尔夫 
 　　　　ゴルフ

                             zài shàng  hǎi shēng huó 

在上海生活

         xiǎng   bù   xiǎng 

想不想
 

                yào   bú    yào

要不要
       

             xǐ     bù     xǐ    huān

喜不喜欢 
 

           yuàn  bú  yuàn  yì

愿不愿意
自ら望んでいるかどうか

      nín 

您
 

                 

［动词＋不＋动词］        正反疑問文



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：你想不想去外滩看看？

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

4-1

你喜不喜欢去打高尔夫？

你要不要喝杯啤酒？

例：你想不想去外滩看看？

你愿不愿意在上海生活？

2 3
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　    単語を学び、短文を話しましょう。

级别1

             piào  liàng

漂亮
 

                     máng

忙
       

                  fāng biàn

方便 
便利だ 

                      nán

难

                       wài    tān 

外滩
外灘

                     zuì    jìn   gōng zuò

最近工作
       

               shàng hǎi   de  shēng huó

上海的生活 
　　　　　　 暮らし

                              hàn   yǔ

汉语

       kě

可
とても 

                 

［可……了］        とても…だ。　　
自分の気持ちを含み、相手が知らない情報を伝える場合に使う

         le

  了。
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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：外滩可漂亮了。

6

漂亮

方便

忙

难



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：外滩可漂亮了。

6-1

 上海的生活可方便了。

 最近工作可忙了。

汉语可难了。

3

漂亮

方便

忙

难
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　 　会話しましょう。

级别1

                zài  gōng  sī         xiǎ wáng  xún wèn sōng běn

      （在 公 司，小 王 询 问 松 本）
　　　会社で、王さんは松本さんに聞いています

7

             zhōu mò  nín  yǒu kòng ma

小王：周末您有空吗？ 
            yǒu kòng          nǐ   yǒu  shì   ma

松本：有空，你有事吗？ 
              nín xiǎng bù xiǎng qù   wài  tān  kàn  kan       wǎn shàng kě  piào liàng le

小王：您想不想去外滩看看？晚上可漂亮了。 
              hǎo   a             yì     qǐ    qù    ba

松本：好啊，一起去吧。
 

【周末】の意味：週末。
【有空】の意味：暇がある。



　　  讲师提问页

Copyright ©2016 Ctalk. All Rights Reserved级别1

请讲师按照以下内容，就课文内容提问。

1）松本周末有空吗？      
答：松本周末有空。

2）小王有什么打算？
答：小王打算带松本去外滩看看。

3）小王为什么想要带松本去外滩看看？
答： 因为外滩的晚上很漂亮。

7-1
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　 　会話の空欄を埋めましょう。

级别1 8

                                  nín                      ma

小王：        您        吗？ 
            yǒu kòng          nǐ   yǒu  shì   ma

松本：有空，你有事吗？ 
              nín                           qù                     kàn  kan        wǎn shàng kě                    le

小王：您          去       看看？晚上可       了。 
              hǎo   a              yì     qǐ    qù    ba

松本：好啊，一起去吧。
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　 　会話の空欄を埋めましょう。

级别1 9

             zhōu mò  nín  yǒu kòng ma

小王：周末您有空吗？ 
                                         nǐ                        ma

松本：        ，你        吗？ 
              nín xiǎng bù xiǎng qù   wài  tān  kàn  kan        wǎn shàng kě  piào liàng le

小王：您想不想去外滩看看？晚上可漂亮了。 
              hǎo   a                                               ba

松本：好啊，              吧。
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　 　絵を見ながら、会話をしましょう。
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     biǎo    dá    yuàn  wàng 

 表 达 愿 望 2
願望を表現する　
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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   gào   su    lǎo  shī            nǐ  yuàn  bú yuàn  yì    yì     zhí

      下次告诉老师，你愿不愿意一直
 zài shàng hǎi gōng zuò      shēng huó

在上海工作、生活 。

　上海でずっと仕事や生活をしたいですか。
次回の先生に教えてください。

11


