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[ 練 習 Ａ] ５課
① れい： いま なんじですか。
… ３じです。

１） いま なんじですか。
… ９じ２０ぷんです。

２） いま なんじですか。
… ８じ１５ふんです。

３） いま なんじですか。
… ４じ３０ぷんです。
（４じはんです。）

４） いま なんじですか。
… ７じ５０ぷんです。

ขณะนี้กี่โมง
-- 3 โมง
ขณะนี้กี่โมง
-- 9 โมง 20 นาที
ขณะนี้กี่โมง
-- 8 โมง 15 นาที
ขณะนี้กี่โมง
-- 4 โมง 30 นาที
(4 โมงครึ่ง)
ขณะนี้กี่โมง
-- 7 โมง 50 นาที

② れい： まいあさ なんじに おきますか。（７じ）
… ７じに おきます。
１）

まいばん なんじに ねますか。（10 じ）
… １０じに ねます。

２）

けさ なんじに おきましたか。（６じ はん）
… ６じはんに おきました。

３）

ゆうべ なんじに ねましたか。（11 じ ごろ）
… １１じごろに ねました。

４）

にちようび なんじに おきますか。（９じ ごろ）
… ９じごろに おきます。

ทุกเชาตื่นกี่โมง
-- ตื่น 7 โมง
ทุกคืนนอนกี่โมง
-- นอน 4 ทุม
เมื่อเชานี้ตื่นกี่โมง
-- ตื่น 6 โมงครึ่ง
เมื่อคืนนอนกี่โมง
-- นอนประมาณ 5 ทุม
วันอาทิตยตื่นกี่โมง
-- ตื่นประมาณ 9 โมง

③ れい： なんじから なんじまで はたらきますか。（８じ～５じ）
… ８じから ５じまで はたらきます。
１）

ひる なんじから なんじまで やすみますか。（１２じ～１じ）
… １２じから １じまで やすみます。

２）

なんじから なんじまで べんきょうしますか。（ごご６じ～７じはん）
… ごご６じから ７じはんまで べんきょうします。

３）

きょう なんじから なんじまで はたらきますか。（ごぜん１１じ～ごご９じ）
… ごぜん１１じから ごご９じまで はたらきます。

ทํางานตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง
-- ทํางานตั้งแต 8 โมงเชาถึง 5 โมงเย็น
พักกลางวันตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง
-- พักตั้งแตเที่ยงถึงบายโมง
เรียนตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง
-- เรียนตั้งแต 6 โมงเย็นถึง 1 ทุมครึ่ง
วันนี้ทํางานตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง
-- ทํางานตั้งแต 11 โมงเชาถึง 3 ทุม

４）

เมื่อคืนอานหนังสือถึงกี่ทุม
-- อานหนังสือถึงประมาณเที่ยงคืน

ゆうべ なんじまで べんきょうしましたか。（～１２じごろ）
… １２じごろまで べんきょうしました。

④ れい１： まいばん べんきょうしますか。（はい）
… はい、べんきょうします。
れい２： あした やすみますか。（いいえ）
… いいえ、やすみません。
１）

どようび やすみますか。（はい）
… はい、やすみます。

２）

こんばん べんきょうしますか。（いいえ）
… いいえ、べんきょうしません。

３）

きのう はたらきましたか。（はい）
… はい、はたらきました。

４）

ゆうべ べんきょうしましたか。（いいえ）
… いいえ、べんきょうしませんでした。

５）

おととい やすみましたか。（いいえ）
… いいえ、やすみませんでした。

６）

やすみのひ べんきょうしますか。（はい）
… はい、べんきょうします。

อานหนังสือทุกคืนใชไหม
-- ใช อาน
พรุงนี้หยุดใชไหม
-- ไมใช ไมหยุด
วันเสารหยุดใชไหม
-- ใช หยุด
คืนนี้อานหนังสือไหม
-- ไมอาน
เมื่อวานทํางานไหม
-- ทํางาน
เมื่อคืนอานหนังสือไหม
-- ไมไดอาน
เมื่อวานซืนคุณหยุดไหม
-- ไมไดหยุด
วันหยุดอานหนังสือบางไหม
-- อาน

⑤ れい： じゅぎょうは なんじから なんじまでですか。（ごぜん９じ～12 じ）
… ごぜん９じから １２じまでです。
１）

しごとは なんじから なんじまでですか。（８じはん～４じはん）
… ８じはんから ４じはんまでです。

２）

やすみじかんは なんじから なんじまでですか。（12 じはん～１じはん）
… １２じはんから １じはんまでです。

３）

にほんごのじゅぎょうは なんじからですか。（３じ 15 ふん～）
… ３じ１５ふんからです。

４）

このみせは なんじからですか。（ごご７じ～）
… ごご７じからです。

５）

コーヒーショップは なんじまでですか。（～ごぜん１じ）
… ごぜん１じまでです。

เรียนกี่โมงถึงกีโ่ มง
-- 9 โมงเชาถึงเที่ยง
ทํางานกี่โมงถึงกี่โมง
-- 8 โมงครึ่งถึง 4 โมงครึ่ง
เวลาพักกี่โมงถึงกี่โมง
-- เที่ยงถึงบายโมงครึ่ง
เรียนภาษาญี่ปุนตั้งแตกี่โมง
-- ตั้งแต 3 โมง 15 นาที
รานนี้เปดกี่โมง
-- เปด 1 ทุม
รานกาแฟปดกี่โมง
-- ปดตี 1

