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第五课 关于年级和专业 

 

会話 1 
C:你今年大几了？ 

Nǐ jīnnián dà jǐ le? 
	 

	 

J:大几？ 

Dà jǐ? 
	 

	 

C:你是几年级的学生？ 

Nǐ shì jǐ niánjí de xuésheng? 
	 

	 

J:我是二年级的学生。 

Wǒ shì èr niánjí de xuésheng. 
 

 

C:你学什么专业？ 

Nǐ xué shénme zhuānyè? 
	 

	 

J:我学心理学。 

Wǒ xué Xīnlǐxué. 
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C:あなたは今年大学何年生ですか。 	 

J:Dà jǐ? 
C:あなたは何年生の学生ですか。 

J:わたしは 2年生です。 
C:あなたの専攻は何ですか。 
J:わたしは心理学を勉強しています。 
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会話 2 
J:你们都是上海大学的学生吗？ 

Nǐmen dōu shì Shànghǎi Dàxué de xuésheng ma?  
	 

	 

C:不，也有其他大学的。 

Bù, yě yǒu qítā dàxué de. 
 
 
（有几个女生在说话，日本学生指着其中一个学生问）	 

(Yǒu jǐ ge nǚshēng zài shuōhuà, Rìběn xuésheng zhǐzhe qízhōng yí ge 
xuésheng wèn) 
 
J:她是哪个大学的学生？ 

Tā shì nǎge dàxué de xuésheng? 
	 

	 

C:是戴着眼镜儿的，还是刚才讲话的？ 

Shì dàizhe yǎnjìngr de, háishi gāngcái jiǎnghuà de? 
 

 

J:刚才讲话的那个女生。她日语说得真好。 

Gāngcái jiǎnghuà de nàge nǚshēng. Tā Rìyǔ shuōde zhēn hǎo. 
	 

	 

C:她是复旦大学日语专业的。 

Tā shì Fùdàn Dàxué Rìyǔ zhuānyè de. 
	 

	 

J: 怪不得日语那么好。 

Guàibude Rìyǔ nàme hǎo. 
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J:あなたたちは全員上海大学の学生ですか。 
C:いいえ、他の大学の人もいます。 

J:（数人の女子学生が話している、日本人の学生は一人の学生を指さして尋ねる）彼女
はどの大学の学生ですか。 
C:メガネをかけている人ですか、それともさっきスピーチをした人ですか。 

J:さっきスピーチをしたあの女子学生です。彼女は日本語が本当にうまいです。  
C:彼女は復旦大学日本語専攻の学生です。 
J:どうりで日本語がうまいわけですね。 
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【練習】 

以下のシナリオに従って会話を作ってください。 

 
A:どこの大学の学生か尋ねる。 
B:大学名と学部名を答える。 

A:学年を尋ねる。 
B:学年を答える。 
A:専攻を尋ねる。 

B:専攻を答える。 

 

 

 

文学院 Wénxuéyuàn 
人文社会学院 Rénwén shèhuì xuéyuàn 
经济学院 Jīngjì xuéyuàn 
工商管理学院 Gōngshāng guǎnlǐ xuéyuàn 
法学院 Fǎxuéyuàn 
理学院 Lǐxuéyuàn 
工学院 Gōngxuéyuàn 
生命科学学院 Shēngmìng kēxué xuéyuàn 
医学院 Yīxuéyuàn 
护理学院 Hùlǐ xuéyuàn 
 

 

大一  大二  大三  大四 

dà yī  dà èr  dà sān  dà sì 
 
 
一年级  二年级  三年级  四年级 

yī niánjí   èr niánjí  sān niánjí sì niánjí 
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日语系 Rìyǔ xì 
中文系 Zhōngwén xì 
英语系 Yīngyǔ xì 
外语系 Wàiyǔ xì 
哲学系 Zhéxué xì 
社会学系 Shèhuìxué xì 
法律系 Fǎlǜ xì 
心理学系 Xīnlǐxué xì 
历史系 Lìshǐ xì 
地理系 Dìlǐ xì 
教育系 Jiàoyù xì 
社会福利学系 Shèhuì fúlìxué xì 
经济系 Jīngjì xì 
数学系 Shùxué xì 
物理系 Wùlǐ xì 
化学系 Huàxué xì 
电子学系 Diànzǐxué xì 
生物系 Shēngwù xì 
环境科学系 Huánjìng kēxué xì 
信息科学系 Xìnxī kēxué xì 
计算机科学系 Jìsuànjī kēxué xì 
美术系 Měishù xì 
音乐系 Yīnyuè xì 
体育系 Tǐyù xì 
医学系 Yīxué xì 
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日语 Rìyǔ 
中文 Zhōngwén 
英语 Yīngyǔ 
德语 Déyǔ 
法语 Fǎyǔ 
俄语 éyǔ 
哲学 Zhéxué 
社会学 Shèhuìxué 
法律 Fǎlǜ 
心理学 Xīnlǐxué 
历史 Lìshǐ 
地理 Dìlǐ 
教育（学） Jiàoyù(xué) 
社会福利学 Shèhuì fúlìxué 
经济 Jīngjì 
工商管理（学） Gōngshāng guǎnlǐ (xué) 
数学 Shùxué 
物理（学） Wùlǐ(xué) 
化学 Huàxué 
电子（学） Diànzǐ(xué) 
生物（学） Shēngwù(xué) 
环境科学 Huánjìng kēxué 
信息科学 Xìnxī kēxué 
计算机（科学） Jìsuànjī(kēxué) 
医学 Yīxué 
护理（学） Hùlǐ(xué) 
美术 Měishù 
音乐 Yīnyuè 
体育 Tǐyù 
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【参考】 

清华大学 Qīnghuá Dàxué 
http://www.tsinghua.edu.cn/ 
清华大学院系设置 

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/th/6165/index.html 
清华大学电子地图 

http://map.tsinghua.edu.cn/tsinghua/ 
 

北京大学 Běijīng Dàxué 
http://www.pku.edu.cn/ 
北京大学本科生课程设置 

http://www.pku.edu.cn/education/kcsz02.jsp 
 

复旦大学 Fùdàn Dàxué 
http://www.fudan.edu.cn/ 
复旦大学院系专业 

http://www.fudan.edu.cn/new_dep/dep.htm 
复旦大学地图 

http://www.fudan.edu.cn/new_comservice/fdmap.htm 
 

【注１】“学院”は単科大学の名称にも使う。例えば、“北京电影学院”は北京にある

映画学部だけの単科大学。 

 

北京电影学院 Běijīng Diànyǐng Xuéyuàn 

http://www.bfa.edu.cn/ 
北京电影学院院系设置 

http://www.bfa.edu.cn/yx/index.htm 
 
【注 2】“学院”の下に“系”があることもあれば、“学院”と“系”が同じレベルに

あることもある。 

 

 




