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リスニング

1  会　話

解答：⑴�❷� ⑵�❶� ⑶�❹� ⑷�❷� ⑸�❸� ⑹�❹� ⑺�❷� ⑻�❸� ⑼�❶� ⑽�❷

1．日常会話でよく使われる問いに対し，正確に答えることができるかどうかを問

うています。 （5点× 5）

⑴ 問：请问，去电影院怎么走？

Qǐngwèn, qù diànyǐngyuàn zěnme zǒu?
すみません，映画館にはど
う行きますか。

答：① 电影院旁边儿有一家超市。

 Diànyǐngyuàn pángbiānr yǒu yì jiā chāoshì.
映画館の隣にスーパーがあ
ります。

❷ 第二个红绿灯往右拐。

 Dì-èr ge hónglǜdēng wǎng yòu guǎi.
2 つ目の信号を右に曲がっ
てください。

③ 请等一下，我马上就到了。

 Qǐng děng yíxià, wǒ mǎshàng jiù dào le.
ちょっと待って，わたしは
すぐに着きます。

④ 一直走，左边就是幼儿园。

 Yìzhí zǒu, zuǒbiān jiù shì yòu’éryuán.
まっすぐ行って，左側が幼
稚園です。

⑵ 問：啊，下雨了！你带伞了吗？

Ā, xià yǔ le! Nǐ dài sǎn le ma?
あ，雨が降ってきた！傘を
持っていますか。

答：❶ 没有，咱们等一会儿再走吧。

 Méiyou, zánmen děng yíhuìr zài zǒu ba.
いいえ，わたしたちは少し
待ってから行きましょう。

② 明天有雨，怎么办？

 Míngtiān yǒu yǔ, zěnme bàn?
あしたは雨ですが，どうし
ましょう？

③ 我昨天带伞了。

 Wǒ zuótiān dài sǎn le.
わたしはきのう傘を持って
いました。

④ 今天有雨，你别忘了带伞。

 Jīntiān yǒu yǔ, nǐ bié wàngle dài sǎn.
きょうは雨なので，傘を
持って行くのを忘れないで。

⑶ 問：我早就到学校了，你在哪儿呢？

Wǒ zǎojiù dào xuéxiào le, nǐ zài nǎr ne?
わたしはとっくに学校に着
いたけど，あなたはどこに
いるの？
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③ 他们唱歌唱得真不好听。

 Tāmen chàng gē chàngde zhēn bù 
hǎotīng.

彼らの歌はまったくひどいも
のです。

④ 你也没听过那个故事吗？

 Nǐ yě méi tīngguo nàge gùshi ma? 
あなたもその話を聞いたこと
がないのですか。

2  長文聴解

解答：⑴�❹� ⑵�❸� ⑶�❶� ⑷�❷� ⑸�❷� ⑹�❷� ⑺�❷� ⑻�❷� ⑼�❹� ⑽�❸

 （5点× 5）

Ａ∶田中，你都有什么爱好？

Ｂ∶⑴我喜欢看足球， 其他就没什么 

爱好了。

Ａ∶原来你是个球迷。你喜欢哪个足 

球队？

Ｂ∶我特别喜欢意大利的球队。你也 

喜欢看足球吗？

Ａ∶我对体育运动不太感兴趣。

Ｂ∶那你的爱好是什么？

Ａ∶我的爱好是旅游。我一放假就去 

国外旅游。

Ｂ∶你都去过哪些地方？

Ａ∶⑵我去过东京、伦敦、巴黎什么 

的。

Ｂ∶哦，真棒！旅游的钱是从哪儿来 

的？

Ａ∶⑶我每天都在便利店打工。

Ｂ∶⑷我是在餐厅打工。

Ａ∶你为什么也要打工？

Ｂ∶⑸因为我要去意大利看足球比赛。

Ａ∶我还没去过意大利，咱们明年暑 

假一起去，怎么样？
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Tiánzhōng, nǐ dōu yǒu shénme àihào?

Wǒ xǐhuan kàn zúqiú, qítā jiù méi shénme 

àihào le.

Yuánlái nǐ shì ge qiúmí. Nǐ xǐhuan nǎge 

zúqiúduì?

Wǒ tèbié xǐhuan Yìdàlì de qiúduì. Nǐ yě 

xǐhuan kàn zúqiú ma?

Wǒ duì tǐyù yùndòng bú tài gǎn xìngqù.

Nà nǐ de àihào shì shénme?

Wǒ de àihào shì lǚyóu. Wǒ yí fàngjià jiù 

qù guówài lǚyóu.

Nǐ dōu qùguo nǎxiē dìfang?

Wǒ qùguo Dōngjīng、 Lúndūn、 Bālí 

shénmede.

Ò, zhēn bàng! Lǚyóu de qián shì cóng nǎr 

lái de?

Wǒ měi tiān dōu zài biànlìdiàn dǎgōng.

Wǒ shì zài cāntīng dǎgōng.

Nǐ wèi shénme yě yào dǎgōng?

Yīnwei wǒ yào qù Yìdàlì kàn zúqiú bǐsài.

Wǒ hái méi qùguo Yìdàlì, zánmen 

míngnián shǔjià yìqǐ qù, zěnmeyàng?
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Ｂ∶好啊，一起去吧。

訳：
Ａ：田中さん，どんな趣味がありますか。
Ｂ：⑴サッカーの試合を観るのが好きで， 他にはこれといった趣味はありませ
ん。

Ａ：あなたはサッカーファンだったのですね。どのチームが好きですか。
Ｂ：特にイタリアのチームが好きです。あなたもサッカーを観るのは好きです
か。

Ａ：わたしはスポーツにはあまり興味がありません。
Ｂ：ではあなたの趣味は何ですか。
Ａ：わたしの趣味は旅行です。休みになると海外旅行に行きます。
Ｂ：どんな場所に行ったことがありますか。
Ａ：⑵東京，ロンドン，パリなどに行ったことがあります。
Ｂ：おー，ほんとすごいですね！旅行のお金はどうしているのですか。
Ａ：⑶毎日コンビニでアルバイトをしています。
Ｂ：⑷僕はレストランでアルバイトをしています。
Ａ：あなたもなぜアルバイトをしなければならないのですか。
Ｂ：⑸イタリアにサッカーの試合を観に行きたいからです。
Ａ：わたしはまだイタリアに行ったことがないので，来年の夏休み一緒に行き
ませんか。

Ｂ：いいですよ，一緒に行きましょう。

⑴ 問：男的对什么感兴趣？

Nán de duì shénme gǎn xìngqù? 
男性は何に興味がありますか。

答：① 他对旅游感兴趣。

 Tā duì lǚyóu gǎn xìngqù. 
旅行に興味があります。

② 他对电脑感兴趣。

 Tā duì diànnǎo gǎn xìngqù. 
パソコンに興味があります。

③ 他对历史感兴趣。

 Tā duì lìshǐ gǎn xìngqù. 
歴史に興味があります。

❹ 他对足球感兴趣。

 Tā duì zúqiú gǎn xìngqù. 
サッカーに興味があります。

⑵ 問：女的都去过哪些城市？

Nǚ de dōu qùguo nǎxiē chéngshì? 
女性はどんな都市に行ったこ
とがありますか。

18
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Hǎo a, yìqǐ qù ba.
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⑶ 墙上挂着一（ 幅 ）中国画。

Qiángshang guàzhe yì fú Zhōngguóhuà. 
壁に 1枚の中国画が掛かってい
ます。

❶ 幅 fú ② 封 fēng ③ 片 piàn ④ 枚 méi

量詞の問題です。絵画の枚数を数える“幅”が正解です。“封”は手
紙など封入されたもの，“片”はパンや薬など偏平なものやかけらになっ
ているもの，“枚”はメダルやミサイルなどを数えます。

⑷ 咱们喝杯咖啡（ 再 ）走吧。

Zánmen hē bēi kāfēi zài zǒu ba. 
わたしたちはコーヒーを 1杯飲
んでから行きましょう。

① 又 yòu ② 才 cái ❸ 再 zài ④ 在 zài

副詞の問題です。“喝杯咖啡”と“走”という動作をつなぐ，「（…して）
それから」という意味の“再”が正解です。“又”は動作の繰り返しが
すでに実現されたこと，“才”は動作が起こったばかりであることや実
現に時間や手間がかかること，“在”は動作の進行を示します。

⑸ 我妈妈麻婆豆腐做（ 得 ）非常好吃。

Wǒ māma mápó dòufu zuòde fēicháng hǎochī. 
わたしの母の作るマーボー豆腐
は非常においしいです。

① 的 de ② 了 le ❸ 得 de ④ 地 de

動作の仕方や程度を表す様態補語を導く“得”が正解です。“的”は
連体修飾語を作るときに用い，“地”は連用修飾語を作るときに用います。
“了”は動作の実現・完了や変化を示します。

⑹ 我（ 对 ）你有点儿意见。

Wǒ duì nǐ yǒu diǎnr yìjian. 
わたしはあなたにちょっと不
満があります。

❶ 对 duì ② 向 xiàng ③ 离 lí ④ 给 gěi

介詞の問題です。動作の対象を示す“对”が正解です。“向”は動作
の方向・相手，“离”は時間・空間の隔たりの基点，“给”は動作の受け手・
受益者を導きます。

⑺ 你明天有几（ 节 ）课？ 

Nǐ míngtiān yǒu jǐ jié kè? 
あなたはあした何コマ授業が
ありますか。

① 本 běn ❷ 节 jié ③ 只 zhī ④ 条 tiáo
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3  語順選択

解答：⑴�❸� ⑵�❶� ⑶�❷� ⑷�❹� ⑸�❶� ⑹�❹� ⑺�❷� ⑻�❸� ⑼�❶� ⑽�❹

1．文法上のキーワードを含む基本的な文を正確に組み立てることができるかどう

かを問うています。 （2点× 5）

⑴ 彼は手に 3冊の雑誌を持っています。
① 他拿着杂志三本手里。

② 他三本手里拿着杂志。

❸ 他手里拿着三本杂志。Tā shǒuli názhe sān běn zázhì. 

④ 他杂志拿着手里三本。

“着”を用いた存在文の問題です。「場所＋動詞＋“着”＋物」の語順です。
この場合“他手里”が場所を表し，“三本杂志”が物を表します。

⑵ あなたは鍵をどこに置きましたか。
❶ 你把钥匙放在哪儿了？ Nǐ bǎ yàoshi fàngzài nǎr le?

② 你钥匙哪儿放在把了？

③ 你放在把哪儿钥匙了？

④ 你哪儿把钥匙放在了？

“把”構文は「主語＋“把”＋目的語＋動詞＋その他の成分」の語順です。
鍵がどこに移動したかを表しているので，動詞“放”の後ろに結果補語
の“在”と場所を表す“哪儿”がその他の成分となっています。

⑶ わたしは再来年の 3月に大学を卒業します。
① 我毕业大学后年 3月。

❷ 我后年 3月大学毕业。Wǒ hòunián sānyuè dàxué bìyè. 

③ 我大学后年 3月毕业。

④ 我 3月毕业大学后年。

“毕业”は「動詞＋目的語」構造の離合動詞のため，後ろに更に目的
語を置くことができません。時間を表す“后年 3月”は主語の前か後に
置きます。
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「動詞＋“得”＋結果補語あるいは方向補語」で「…できる」という意
味を表す可能補語を作ることができます。「食べ切れる」は“吃得了”
と言います。

4  長文読解

解答：⑴�❹� ⑵�❶� ⑶�❷� ⑷�❸� ⑸�❷� ⑹�❸

まとまった内容の長文を正確に理解できるかどうかを問うています。

说起“罗森”，大家都会想 ⑴到 便利店，很少有人知道近代史上有一

个叫罗森的中国人，他直接参与 1854 年的《日美和亲条约》谈判，见证了“日

本开国”，在日中文化交流史上留下了一段佳话。

罗森是广东人，出生于书香世家。他 ⑵既 精通古典，⑵又 擅长书法，

还会说英语。他在香港当老师，长期教外国人学汉语。1853 年，佩里率美国

舰队来香港，又从香港出发到日本。同年 7月 8日，美国舰队出现在东京湾，

日本史称“黑船来航”。当时佩里用荷兰语跟日方交流，觉得交流很困难，

⑶所以 第二年去日本签订条约的时候，佩里带了两个懂英语和汉语的翻译，

一个是美国传教士，另一个就是罗森。

⑹罗森不懂日语，他 　  　 英语翻译成文言文，日语叫“汉文”。那时

候的日方官员大都精通“汉文”，不仅能看懂，而且还会写，能用汉字准

确 　  　 表达意思。 这种日中两国文人的特殊交流形式叫“笔谈”，罗森就

是日中近代“笔谈”的先驱。日本驻华大使高度赞扬罗森：“黑船打开了日

本近代化之门，罗森从中起到了重要作用。”

Shuōqǐ “Luósēn”, dàjiā dōu huì xiǎng dào  biànlìdiàn, hěn shǎo yǒu rén zhīdao 

jìndàishǐ shang yǒu yí ge jiào Luó Sēn de Zhōngguórén, tā zhíjiē cānyù yībāwǔsì 

nián de «Rì-Měi Héqīn Tiáoyuē» tánpàn, jiànzhèngle “Rìběn kāiguó”, zài Rì-Zhōng 

wénhuà jiāoliúshǐ shang liúxiale yí duàn jiāhuà.

Luó Sēn shì Guǎngdōngrén, chūshēngyú shūxiāng shìjiā. Tā jì  jīngtōng 

gǔdiǎn, yòu  shàncháng shūfǎ, hái huì shuō Yīngyǔ. Tā zài Xiānggǎng dāng lǎoshī, 

chángqī jiāo wàiguórén xué Hànyǔ. Yībāwǔsān nián, Pèilǐ shuài Měiguó jiànduì lái 

Xiānggǎng, yòu cóng Xiānggǎng chūfā dào Rìběn. Tóng nián qīyuè bā rì, Měiguó 

jiànduì chūxiànzài Dōngjīng Wān, Rìběnshǐ chēng “Hēichuán láiháng”. Dāngshí 

Pèilǐ yòng Hélányǔ gēn Rìfāng jiāoliú, juéde jiāoliú hěn kùnnan, suǒyǐ dì-èr nián qù 

5

10⑷把

⑸地
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いつく」という意味になります。

⑵ 空欄補充	 （4点）

❶ 既…又… jì…yòu… ② 越…越… yuè…yuè…

③ 先…再… xiān…zài… ④ 一…就… yī…jiù…

接続関係を判別する問題です。“既…又…”は「…でもあり，…でも
ある」，“越…越…”は「…すればするほど…」，“先…再…”は「まず…
それから…」，“一…就…”は「…すると，すぐに…」という意味です。「古
典に精通し，また書道にもたけており，英語も話すことができた」とい
う意味を表す“既…又…”を選びます。

⑶ 空欄補充	 （3点）

① 因为 yīnwei ❷ 所以 suǒyǐ ③ 但是 dànshì ④ 如果 rúguǒ

接続詞の問題です。“因为”は因果関係の原因を，“所以”は因果関係
の結果を，“但是”は逆接関係の後半文を，“如果”は仮定関係の仮定文
を導きます。この前に述べられている原因の結果を導く“所以”を選び
ます。

⑷ 空欄補充	 （3点）

① 对 duì ② 让 ràng ❸ 把 bǎ ④ 给 gěi

“对”は「…に対して」，“让”は使役文に用いて「…（に）させる」，
あるいは受身文に用いて「…（に）される」，“把”は「…を」，“给”は「与
える」あるいは「…に」という意味を表します。ここは処置を表す“把”
構文を用いて，介詞“把”の目的語である“英语”を“文言文”に翻訳
するという意味を表しています。

⑸ 空欄補充	 （3点）

① 的 de ❷ 地 de ③ 得 de ④ 着 zhe

“的”は連体修飾語を名詞に導くときに，“地”は連用修飾語を動詞に
導くときに，“得”は後ろに補語を置くときに用いる助詞です。“着”は
持続を表す助詞です。前の“用汉字准确”を“表达意思”に導いて修飾
する“地”が正解です。


