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1 会　話

解答：⑴❸　⑵❶　⑶❷　⑷❹　⑸❶　⑹❸　⑺❹　⑻❷　⑼❶　⑽❸

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× 10）

04 ⑴ 問：你哥哥去哪儿旅行了？

Nǐ gēge qù nǎr lǚxíng le?
お兄さんはどこに旅行に行きまし
たか。

答：① 他去买东西了。

Tā qù mǎi dōngxi le.
兄は買い物に行きました。

② 他工作很忙。

Tā gōngzuò hěn máng.
兄は仕事が忙しいです。

❸ 他去美国了。

Tā qù Měiguó le.
兄はアメリカに行きました。

④ 他的公司很远。

Tā de gōngsī hěn yuǎn.
兄の会社はとても遠いです。

05 ⑵ 問：你今天早上是几点起床的？

Nǐ jīntiān zǎoshang shì jǐ diǎn qǐchuáng 
de?

あなたはけさ何時に起きました
か。

答：❶ 我六点半起来的。

Wǒ liù diǎn bàn qǐlai de.
わたしは６時半に起きました。

② 她还没起床呢。

Tā hái méi qǐchuáng ne.
彼女はまだ起きていません。

③ 我昨天十点睡的。

Wǒ zuótiān shí diǎn shuì de.
わたしはきのう 10 時に寝ました。

④ 我已经起床了。

Wǒ yǐjīng qǐchuáng le.
わたしはもう起きました。

06 ⑶ 問：她喜欢喝什么茶？

Tā xǐhuan hē shénme chá?
彼女はどんなお茶が好きですか。

04

05

06
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④ 红茶很好喝。

 Hóngchá hěn hǎohē.
紅茶はおいしいです。

13 ⑽ 問：你在做什么呢？

Nǐ zài zuò shénme ne?
あなたは何をしているところです
か。

答：❶ 我在做作业呢。

 Wǒ zài zuò zuòyè ne.
わたしは宿題をしているところで
す。

② 我没有吃早饭。

 Wǒ méiyou chī zǎofàn.
わたしは朝食を食べていません。

③ 我想再看一遍。

 Wǒ xiǎng zài kàn yí biàn.
わたしはもう一度見たいです。

④ 我已经做完了。

 Wǒ yǐjiīng zuòwán le.
わたしはすでにやり終えました。

2 長文聴解

解答：⑴❹　⑵❷　⑶❸　⑷❹　⑸❶　⑹❹　⑺❸　⑻❶　⑼❸　⑽❸

まとまった分量の中国語を理解できるかどうかを問うています。

 A に問われ，B は駅の方に行って姉の誕生日プレゼントに何か買いたいのだと言い

ます。 （5点× 10）

15 Ａ：你现在回家吗？ Nǐ xiànzài huí jiā ma?

Ｂ：不，⑴我去车站。 Bù, wǒ qù chēzhàn.

Ａ：去车站做什么？ Qù chēzhàn zuò shénme?

Ｂ：⑵我想去买点儿东西。 Wǒ xiǎng qù mǎi diǎnr dōngxi.

Ａ： ⑶这附近也有商店， 你为什么要去车

站呢？

Zhè fùjìn yě yǒu shāngdiàn, nǐ wèi 
shénme yào qù chēzhàn ne?

5

Ｂ：车站附近的商店比较多。 Chēzhàn fùjìn de shāngdiàn bǐjiào 
duō.

Ａ：你打算买什么？ Nǐ dǎsuan mǎi shénme?

Ｂ：⑷我想给姐姐买一个生日礼物。 Wǒ xiǎng gěi jiějie mǎi yí ge shēngrì 
lǐwù.

10

16 Ａ：买蛋糕，还是买衣服？ Mǎi dàngāo, háishi mǎi yīfu?

13

15

16
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18 ⑵ 問：男的去做什么？

Nán de qù zuò shénme?
男性は何をしに行くのですか。

答：① 去坐电车。Qù zuò diànchē. 電車に乗りに行きます。

❷ 去买东西。Qù mǎi dōngxi. 買い物をしに行きます。

③ 去吃蛋糕。Qù chī dàngāo. ケーキを食べに行きます。

④ 去看电影。Qù kàn diànyǐng. 映画を観に行きます。

19 ⑶ 問：女的说这附近有什么？

Nǚ de shuō zhè fùjìn yǒu shénme?
女性はこの近くに何があると言っ
ていますか。

答：① 有银行。　Yǒu yínháng. 銀行がある。

② 有学校。　Yǒu xuéxiào. 学校がある。

❸ 有商店。　Yǒu shāngdiàn. お店がある。

④ 有车站。　Yǒu chēzhàn. 駅がある。

20 ⑷ 問：男的打算买什么？

Nán de dǎsuan mǎi shénme?
男性は何を買うつもりですか。

答：① 给妈妈的蛋糕。

 Gěi māma de dàngāo.
お母さんにあげるケーキ。

② 给姐姐的衣服。

 Gěi jiějie de yīfu.
お姉さんにあげる服。

③ 给妈妈的生日礼物。

 Gěi māma de shēngrì lǐwù.
お母さんにあげる誕生日プレゼン
ト。

❹ 给姐姐的生日礼物。

 Gěi jiějie de shēngrì lǐwù.
お姉さんにあげる誕生日プレゼン
ト。

21 ⑸ 問：姐姐喜欢什么颜色？

Jiějie xǐhuan shénme yánsè?
お姉さんは何色が好きですか。

答：❶ 红色。Hóngsè.	 赤。 ② 黄色。Huángsè. 黄色。

③ 黑色。Hēisè. 黒。 ④ 白色。Báisè. 白。

18

19

20

21
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2． ピンインを正確に覚えているかどうかを問うています。正しく発音することが

できるかどうかは，ピンインによるチェックが効果的です。 （2点× 5）

⑹ 高兴（うれしい）
❶ gāoxìng ② kāoxìng ③ gāoqìng ④ kāoxīng

⑺ 火车（列車）
① fǒuchā ② huǒchā ③ fǒuchē ❹ huǒchē

⑻ 生活（生活）
① zhēnhuò ❷ shēnghuó ③ chéngguǒ ④ shěngfó

⑼ 暑假（夏休み）
① xiǔjià ② xiǔqià ❸ shǔjià ④ shǔqià

⑽ 公园（公園）
① gōngyán ❷ gōngyuán ③ gōuyán ④ gōuyuán

2 空欄補充

解答：⑴❹　⑵❸　⑶❷　⑷❶　⑸❸　⑹❸　⑺❶　⑻❹　⑼❸　⑽❹

 空欄に入る語はいずれも文法上のキーワードです。 （2点× 10）

⑴ 他每天（ 给 ）妈妈打电话。

Tā měi tiān gěi māma dǎ diànhuà.
彼は毎日お母さんに電話します。

① 对 duì ② 向 xiàng ③ 在 zài ❹ 给 gěi

介詞の問題です。“给”は動作の受け手を導く介詞で，“给…打电话”
で「…に電話する」という意味です。“对”は動作の対象，“向”は動作
の方向・目標・対象，“在”は動作の行われる場所や時間を導きます。

⑵ 我家有八（ 把 ）椅子。

Wǒ jiā yǒu bā bǎ yǐzi.
わたしの家には椅子が 8脚あります。

① 张 zhāng ② 足 zú ❸ 把 bǎ	 ④ 座 zuò
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⑽ 我（ 用 ）中文写信。

Wǒ yòng Zhōngwén xiě xìn.
わたしは中国語で手紙を書きます。

① 在 zài ② 往 wǎng ③ 从 cóng ❹ 用 yòng

介詞の問題です。“用”は動作を行うための手段や道具を表します。
“在”は動作が行われる場所，“往”は動作が向かう方向や方角，“从”
は動作の時間的・空間的起点を表します。

3 語順選択

解答：⑴❹　⑵❷　⑶❹　⑷❸　⑸❶　⑹❸　⑺❷　⑻❹　⑼❶　⑽❶

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�わたしは北京へ 2回行ったことがあります。
① 我两次北京去过。

② 我去北京过两次。

③ 我北京两次去过。

❹ 我去过两次北京。Wǒ qùguo liǎng cì Běijīng.

動作・行為の回数は動詞の後に置きます。「動詞＋“过”」で「…した
ことがある」という過去の経験を表しますが，「…を何回…したことが
ある」という場合，動作の回数を表すことばは通常，動詞と目的語の間
に割り込み，「動詞＋（“过”＋）�回数＋目的語」という語順になります。
ただし，人称代名詞が目的語の場合は，“我见过她一次”のように回数
の前に目的語が置かれます。

⑵�きょうはきのうほど寒くはありません。
① 今天昨天没有那么冷。

❷ 今天没有昨天那么冷。Jīntiān méiyǒu zuótiān nàme lěng.

③ 昨天那么没有今天冷。

④ 昨天没有那么冷今天。

「AはBほど…でない」という比較文の否定形は「A�＋“没有”＋B＋
（“这么／那么”）＋形容詞」の語順です。
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4 長文読解

解答：⑴❸　⑵❶　⑶❸　⑷❷　⑸❸　⑹❸

  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。

我是一 ⑴只 小蜜蜂。我们蜜蜂过着群体生活。蜂王是我们的妈妈，雄

蜂是我们的爸爸，我是爱劳动的工蜂，和我一样的工蜂有几千几万。

蜂王妈妈的任务是产卵，一天能生一万到两万个工蜂兄弟。蜂王妈妈的

寿命只有 3、4 年，但是 ⑵在 我们蜜蜂家族里是最长寿的了。雄蜂爸爸的

任务是跟蜂王交尾，然后就会死亡。

家族中数量最多的是我们工蜂兄弟，我们工作最忙，每天都要采集花

粉，修造我们的房子，保护我们的家园。我们蜜蜂家 ⑶离 花园很远，有一

公里半，如果采集一公斤蜂蜜，我们工蜂兄弟 ⑷要 飞 40 多万公里。

我们工蜂的生命很短，只有六个月。不过，我们有千千万万个兄弟，它

们会和我一样努力劳动。⑸我们蜜蜂家族就这样一代一代繁殖下去。

� （注）工蜂�：�働きバチ

Wǒ shì yì  zhī  xiǎo mìfēng. Wǒmen mìfēng guòzhe qúntǐ shēnghuó. Fēngwáng 

shì wǒmen de māma, xióngfēng shì wǒmen de bàba, wǒ shì ài láodòng de gōngfēng, 

hé wǒ yíyàng de gōngfēng yǒu jǐ qiān jǐ wàn.

Fēngwáng māma de rènwu shì chǎn luǎn, yì tiān néng shēng yíwàn dào 

liǎngwàn ge gōngfēng xiōngdì. Fēngwáng māma de shòumìng zhǐ yǒu sān、 sì nián, 

dànshì  zài  wǒmen mìfēng jiāzú li shì zuì chángshòu de le. Xióngfēng bàba de 

rènwu shì gēn fēngwáng jiāowěi, ránhòu jiù huì sǐwáng.

Jiāzú zhōng shùliàng zuì duō de shì wǒmen gōngfēng xiōngdì, wǒmen gōngzuò 

zuì máng, měi tiān dōu yào cǎijí huāfěn, xiūzào wǒmen de fángzi, bǎohù wǒmen de 

jiāyuán. Wǒmen mìfēng jiā  lí  huāyuán hěn yuǎn, yǒu yì gōnglǐ bàn, rúguǒ cǎijí yì 

gōngjīn fēngmì, wǒmen gōngfēng xiōngdì  yào  fēi sìshí duō wàn gōnglǐ.

Wǒmen gōngfēng de shēngmìng hěn duǎn, zhǐ yǒu liù ge yuè. Búguò, wǒmen 

yǒu qiānqiānwànwàn ge xiōngdì, tāmen huì hé wǒ yíyàng nǔlì láodòng. Wǒmen 

mìfēng jiāzú jiù zhèyàng yídài yídài fánzhíxiaqu.

訳：僕は 1匹の小さなミツバチです。ぼくたちミツバチは集団生活をしていま
す。女王バチはぼくたちのお母さんです。雄バチはぼくたちのお父さんです。
ぼくは働き者の働きバチで，ぼくと同じ働きバチは何千何万といます。

5

10
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⑷	空欄補充	 （3点）

① 会 huì ❷ 要 yào	 ③ 能 néng ④ 想 xiǎng

助動詞の問題です。「�1 キログラムの蜂蜜を採集するには，働きバチ
兄弟は 40万キロあまり飛ばなくてはなりません」という文脈なので，
「…する必要がある」という意味を持つ“要”が正解です。“会”は
「（練習して）…できる」あるいは「…するはずだ」，“能”は「（能力が
あって）…できる」あるいは「…する可能性がある」，“想”は「…した
い」という意味です。

⑸	下線部解釈	 （4点）

① ぼくたちミツバチ家族はこうしてはじめて一代一代繁殖するのです。
② ぼくたちミツバチ家族はこのようにすぐに一代一代繁殖するのです。
❸ ぼくたちミツバチ家族はこうして一代一代繁殖し続けていくのです。
④ ぼくたちミツバチ家族はこうすればすでに一代一代繁殖するのです。

“就”は前文を受けて「こうして…」と後文につなげる副詞です。“下

去”は動詞の後につけて「…し続ける」という意味を表す複合方向補語
です。

⑹	内容一致	 （4点）

① 蜂王一生能生两万个工蜂。

Fēngwáng yìshēng néng shēng liǎngwàn ge gōngfēng.

女王バチは一生のうちに 2万匹の働きバチを生むことができる。

② 雄蜂身体健壮，不爱劳动。

Xióngfēng shēntǐ jiànzhuàng, bú ài láodòng.

雄バチは丈夫だけれど，働き者ではない。

❸ 在蜂群中工蜂的工作最忙。

Zài fēng qún zhōng, gōngfēng de gōngzuò zuì máng.

蜂集団の中で働きバチの仕事が一番忙しい。

④ 雄蜂每天都采集很多花粉。

Xióngfēng měi tiān dōu cǎijí hěn duō huāfěn.

雄バチは毎日たくさんの花粉を採集する。
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①は 3行目に“蜂王妈妈的任务是产卵，一天能生一万到两万个工蜂兄

弟”とあることから一致しません。②は 4�～�5 行目に“雄蜂爸爸的任务

是跟蜂王交尾，然后就会死亡”とあり，一致しません。④に関する“采

集很多花粉”の内容は文中にありません。③が 6行目の“家族中数量最

多的是我们工蜂兄弟，我们工作最忙”とあることから一致します。

5 日文中訳  （4点× 5）

⑴�あなたはいつ行くつもりですか。
你打算什么时候去？ Nǐ dǎsuan shénme shíhou qù?

「…するつもり」は“打算”や“准备”で訳し，「“打算”＋動詞句」ま
たは「“准备”＋動詞句」の形を用います。「いつ」は“什么时候”です。

⑵�姉は音楽を聴くのが好きです。
姐姐喜欢听音乐。Jiějie xǐhuan tīng yīnyuè.

「…するのが好きだ」は，「“喜欢”＋動詞＋（目的語）」の語順です。
“喜欢”の代わりに“爱”を用いてもかまいません。

⑶�わたしはスーパーで買い物をしました。
我在超市买东西了。Wǒ zài chāoshì mǎi dōngxi le.

「スーパーで」は介詞“在”を用いて“在超市”，「買い物をする」は
“买东西”です。「しました」と完了形になっていますから，文末に
“了”を置きます。

⑷�あの小説はとても面白い。
那本小说很有意思。Nà běn xiǎoshuō hěn yǒu yìsi.

「あの…」というとき中国語では“那”と名詞の間に量詞を用います。
「あの小説」は冊子状のものを数える量詞“本”を用いて“那本小说”，
「面白い」は“有意思”です。「とても」は副詞“很”や“非常”などで
訳します。


