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第 1 課 挨拶(1)こんにちは
会話
2-1
デビッド： マリー、こんにちは！
マリー： こんにちは、デビッド！

2-2
王蘭： お元気ですか。
劉京： 元気です。お元気ですか。
王蘭： 私も元気です。
入れ替え練習
1.こんにちは！(あなたたち)
2.お元気ですか。(あなたたち・彼女・彼・彼ら)
応用
1.お元気ですか。
皆元気です。お元気ですか。
私も元気です。

2.来ますか。
来ます。
お父さんとお母さんは来ますか。
二人とも来ます。

第 2 課 挨拶(2)お変わりありませんか
会話
2-1
李先生： おはようございます！
王先生： おはようございます！
李先生： お変わりありませんか。
王先生： はい。ありがとうございます！
2-2
張先生： お元気ですか。
王蘭： 二人とも元気です。先生はお変わりあり

ませんか。
張先生： 私も元気です。さようなら！
劉京： さようなら！

入れ替え練習
1.おはよう！(貴方・あなたたち・張先生・李先生)
2.お変わりありませんか。(彼・あなたたち・彼ら・王
先生・張先生)

応用
1.5 日、9 日、14 日、27 日、30 日、31 日
2.Ａ：今日は 6 日です。李先生はいらっしゃいま

すか。
Ｂ：いらっしゃいます。

第 3 課 挨拶(3)お仕事はお忙しいですか
会話
2-1
李先生： こんにちは！

張先生： こんにちは！
李先生： お仕事はお忙しいですか。
張先生： とても忙しいです。あなたは？
李先生： あまり忙しくないです。
2-2
デビッド： おはようございます！
マリー： 先生、おはようございます！
張先生： おはよう！
デビッド： 先生はお忙しいですか。
張先生： とても忙しいです。二人は？
デビッド： 忙しくないです。
マリー： 私も忙しくないです。

2-3
王蘭： 劉京、こんにちは！
劉京： こんにちは！
王蘭： お父さん、お母さんはお元気ですか。
劉京： 二人ともとても元気です。ありがとう！
入れ替え練習
1.先生はお忙しいですか。(良い・疲れる)
2.お父さん、お母さんはお元気ですか。
二人ともとても元気です。（兄、姉・弟、妹）

応用
1.1 月、2 月、6 月、12 月
2.今日は 10 月 31 日です。
明日は 11 月 1 日です。
今年は 2005 年で、来年は 2006 年です。

第 4 課 初めて会う(1)お名前は何とおっしゃ
いますか
会話
2-1
マリー： マリーと申します。お名前は何と言いま

すか。
王蘭： 王です。王蘭と申します。

マリー：お知り合いになれて、とても嬉しいです。
王蘭： 私もお知り合いになれてとても嬉しいで

す。
2-2
デビッド：先生、お名前は何とおっしゃいますか。
張先生： 張です。君は？
デビッド： デビッドと申します。そちらの女性のお

名前は？
張先生： 王さんです。
デビッド： 先生ですか。
張先生： 先生ではなく、学生です。

入れ替え練習
1.私はあなたを知っています。(彼・あの学生・マリ
ーさん・彼らの先生・この人)

2.彼女は先生ですか。
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先生ではなく、学生です。(医者、留学生・あな
たの妹、私の友達・あなたの友達、私の兄)

応用
Ａ：私はあの人を知りません。彼女の名前は何と
言いますか。

Ｂ：マリーさんです。
Ａ：アメリカ人ですか。
Ｂ：はい、アメリカ人です。
文法
5-1
(1)お元気ですか。
(2)お変わりありませんか。
(3)彼女は先生ですか。
5-2
(1)彼の名前は何ですか。
(2)お名前は何と言いますか。
(3)どなたがデビッドさんですか。
(4)マリーさんはどこにいますか。
5-3
(1)彼は忙しいです。
(2)彼はあまり嬉しくないです。

第 5 課 初めて会う(2)ちょっとご紹介します
会話
2-1
マリー： 王蘭、そちらの男性はどなたですか。
王蘭： マリー、ちょっとご紹介します。こちらは

私の兄です。
王林： 王林と申します。お知り合いになれて、

とても嬉しいです。
マリー： 私もお知り合いになれてとても嬉しいで

す。
王蘭： どこへ行きますか。

マリー： 北京大学へ行きます。お二人はどこへ
行きますか。

王林： お店へ行きます。
マリー： さようなら！
王蘭：
王林：

2-2
和子： 張先生はご在宅ですか。
小英： おります。失礼ですが(あなたは)…
和子： 張先生の学生で、山下和子と申します。

失礼ですが(あなたは)…
小英： 小英と申します。張先生は私の父です。

どうぞ、お入りください！
和子： ありがとうございます！
入れ替え練習
1.ちょっとご紹介します。(あなたが来る・私が見
る・あなたが聞く〔聴く〕・私が休む)

2.どこへ行きますか。
北京大学へ行きます。(店・宿舎・教室・インター
ネットができる店・スーパー)

3.張先生はご在宅ですか。(あなたのお父さん・あ
なたのお母さん・あなたの妹)

応用
１.Ａ：お店へ行きますか。
Ｂ：お店へ行きません。家へ帰ります。

2.Ａ：デビッドさんは宿舎にいますか。
Ｂ：いません。彼は 302 教室にいます。

文法
5-1
(1)彼は来ます。
(2)張先生は家にいらっしゃいます。
(3)北京大学へ行きます。
5-3
(1)彼は医者です。
(2)デビッドさんは彼女のお兄さんです。
(3)学生ではありません。先生です。

復習(1)
会話
1-1

林： こんにちは！
A： 林先生、こんにちは！
林： お父さん、お母さんはお変わりありませ

んか。
A： 二人とも、とても元気です。ありがとうご

ざいます！
林： そちらの男性は…
A： 私の友達で、馬小民さんと言います。

(馬さんに対して)林先生は私の父の友
人です。

馬： 林先生、こんにちは！お知り合いにな
れて、とても嬉しいです。

林： 私もお知り合いになれてとても嬉しいで
す。お二人はどこへ行きますか。

馬： 家へ帰ります。
A： 彼の家へ行きます。林先生は？
林： お店へ行きます。さようなら！

A、馬： さようなら！
1-2
高： 馬小民さんはご在宅ですか。
B： おります。お名前は何とおっしゃいますか。
高： 高です。馬小民さんの先生です。
B： 高先生、どうぞお入りください。
高： 失礼ですが(あなたは)…
B： 馬小民の姉で、馬小清と申します。
文法

さようなら！
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(1)私も元気です。
(2)彼らは皆元気です。
(3)私たちは皆学生です。彼らも皆学生です。
短文

彼はデビッドさんと言って、フランス人です。彼
は北京語言大学で学んでいます。

マリーさんはアメリカ人です。彼女はデビッドさ
んを知っています。彼らはクラスメートです。

劉京さんと王蘭さんはどちらも中国人です。二
人ともマリーさんとデビッドさんを知っています。彼
らはよく留学生宿舎へ行き、デビッドさんとマリー
さんに会います。

マリーさんとデビッドさんの先生は張先生です。
張先生はとても忙しく、体調があまりよくありません。
張先生の奥さんはお医者さんです。彼女は健康
で、仕事はとても忙しいです。

第 6 課 尋ねる(1)誕生日は何月何日ですか
会話
2-1

マリー： 今日は何日ですか。
デビッド： 今日は 10 月 31 日です。
マリー： 今日は木曜日ですか。

デビッド： 今日は木曜日ではありません。昨日が
木曜日でした。

マリー：明日は土曜日です。夜、何をしますか。
デビッド： インターネットをします。マリーは？
マリー： テレビを見ます。

2-2
マリー： 誕生日は何月何日ですか。
王蘭： 3 月 17 日です。マリーは？

マリー： 5 月 9 日です。
王蘭： 4 日は張麗英さんの誕生日です。

マリー： 4 日は何曜日ですか。
王蘭： 日曜日です。

マリー： 彼女の家へ行きますか。
王蘭： 行きます。マリーは？

マリー： 私も行きます。
王蘭： 午前中に行きませんか。

マリー： いいですよ。
入れ替え練習
1.今日は何日ですか。(昨日・明日・今週の土曜
日・今週の日曜日)

2.夜は何をしますか。
インターネットをします。(読書する・音楽を聴く・
テレビを見る・手紙を書く)

3.午前中に彼女の家へ行きませんか。(夜バーへ
行く・午後彼の家へ行く・日曜日音楽を聴く・明
日買い物に行く)

応用
1.Ａ：明日は何月何日何曜日ですか。
Ｂ：明日は 11 月 28 日日曜日です。

2.今週の金曜日は友達の誕生日です。彼は今年
20 歳になります。午後、彼の家へ行って彼に会
います。

文法
5-1
(1)今日は日曜日です。
(2)私は今年 20 歳になります。
(3)彼は北京の人です。
(4)今日は日曜日ではありません。
(5)彼は北京の人ではありません。
5-3
(1)私の宿舎へ来ませんか。（どうですか。）
(2)明日お店へ行きませんか。（どうですか。）

第 7 課 尋ねる(2)ご家族は何人ですか
会話
2-1
デビッド： 劉京、家族は何人ですか。

劉京： 4 人家族です。デビッドの家は？
デビッド： 母と私の 2 人家族です。

劉京： お母さんはどんなお仕事をなさってい
ますか。

デビッド：母は先生です。大学に勤めています。
2-2
デビッド： 和子、家族にはどんな人がいますか。

和子： 父と母と弟が１人います。
デビッド： 弟さんは学生ですか。

和子： はい。弟は英語を勉強しています。
デビッド：お母さんはお仕事をなさっていますか。

和子： 働いていません。
2-3

王蘭： 家族にはどんな人がいますか。
マリー： 父と母と姉がいます。
王蘭： お姉さんはお仕事をなさっていますか。

マリー： はい。姉は会社員で、銀行に勤めてい
ます。お兄さんはどんなお仕事をなさっ
ていますか。

王蘭： 兄は医者です。
マリー： ご結婚はなさっていますか。
王蘭： はい。奥さんは看護士です。

マリー： お子さんはいらっしゃいますか。
王蘭： いません。

入れ替え練習
1.彼は英語を勉強しています。(中国語・日本語・
韓国語)

2.彼女は銀行に勤めています。(教室、授業をす
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る・宿舎、休む・家、テレビを見る)
3.彼らにはお子さんがいらっしゃいますか。(あな
た、姉・彼、妹・あなた、英語の本・彼、中国語
の本・あなた、パソコン・彼、携帯電話)

応用
1.北京語言大学で勉強しています。
2.今日は中国語の授業があります。明日はありま
せん。

3.授業が終わりました。宿舎へ帰って休みます。

文法
(1)中国語の本を持っています。
(2)彼にはお兄さんがいません。
(3)彼は日本語の本を持っていません。

第 8 課 尋ねる(3)今何時ですか
会話
2-1
マリー： 今何時ですか。
王蘭： 今 7 時 25 分です。

マリー： 授業は何時に始まりますか。
王蘭： 8 時です。

マリー： いつ教室へ行きますか。
王蘭： 8 時 15 分前に行きます。

マリー： 今教室へ行きますか。
王蘭： いいえ。ご飯を食べに行きます。

2-2
劉京： 明日、万里の長城へ行きませんか。

デビッド： いいですよ。いつ行きますか。
劉京： 朝 7 時。

デビッド： 早過ぎますよ。7 時半にしましょう。何
時に起きますか。

劉京： 6 時半です。デビッドは？
デビッド： 私も 6 時半に起きます。

入れ替え練習
1.今何時ですか。
7 時 25 分です。

2.いつ教室へ行きますか。
8 時 15 分前に行きます。(教室に来る・私の宿
舎に来る・食堂へ行く・上海へ行く・日本へ行く)

3.ご飯を食べに行きます。(花を買う・音楽を聴く・
ボーリングをする・映画を観る・買い物をする・
寝る)

応用
1.今 2 時 5 分です。デビッドさんの宿舎へ行って
彼に会います。

2.朝 7 時 15 分に朝食を食べます。
文法
(1)今 8 時です。

(2)今日は 5 日です。
(3)彼は 8 時 20 分の映画を観ます。
(4)夜のテレビはとてもいいです。
(5)私は夜、テレビを見ます。
(6)夜、私はテレビを見ます。
(7)今日の夜 8 時 20 分に映画を観ます。
(8)彼女は今、銀行に勤めています。

第 9 課 尋ねる(4)お住まいはどちらですか
会話
2-1

劉京： どこに住んでいますか。
デビッド： 留学生宿舎に住んでいます。

劉京： 何号棟ですか。
デビッド： 9 号棟です。

劉京： 何号室ですか。
デビッド： 308 号室です。家はどこですか。

劉京： 学院通り 25 号です。遊びに来てくだ
さい。

デビッド： ありがとう！
2-2
デビッド：張麗英さんのお住まいはどちらですか。
マリー： わかりません。王蘭さんが知っていま

す。彼女はよく行っています。
デビッド： わかりました。彼女に聞きに行きます。

2-3
デビッド： 王蘭、張麗英さんのお住まいはどちら

ですか。
王蘭： 清華大学のそばです。彼女の家へ行

きますか。
デビッド： はい。明日行きます。

王蘭： 行き方が分からなければ、一緒に行き
ましょう！

デビッド： それはよかったです。
入れ替え練習
1.お住まいはどちらですか。
留学生宿舎に住んでいます。(9 号棟 308 号
室・5 号棟 204 号室・上海・北京飯店)

2.遊びに来て下さい。(私の家に遊びに来る・北京
に働きに来る・語言大学に勉強しに来る)

3.彼女はよく張麗英さんの家へ行きます。(あの公
園・あの郵便局・留学生宿舎・私たちの学校)

応用
Ａ：どこへ行きますか。
Ｂ：郵便局へ切手を買いに行きます。王先生がど

ちらにお泊まりか知っていますか。
Ａ：ホテルの 2 階の 234 号室にお泊まりです。
文法
5-1
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(1)彼に聞きに行きます。
(2)王林さんはよく映画を観に行きます。
(3)日曜日、デビッドさんが私の家へ遊びに来ます。
(4)彼の宿舎へ行って彼に会います。
5-2
(1)彼女はよく私の家へ遊びに来ます。
(2)早く来て下さい。
(3)8 時に授業に行きます。
(4)彼のお姉さんは銀行に勤めています。

第 10 課 尋ねる(5)郵便局はどこですか
会話
2-1

A： すみません（お尋ねしますが）、8 号棟は
どこですか。

劉京： 9 号棟の隣です。
A： どう行きますか。

劉京： ほら、あの建物がそうです。
2-2
和子： すみません(お尋ねしますが)、郵便局は

どこですか。
B： 前方にあります。

和子： どう行きますか。
B： まっすぐ行ってください。

和子： ここから遠いですか。
B： それほど遠くないです。銀行のすぐ隣で

す。
2-3
マリー： すみません(お尋ねしますが)、デパート

はどこにありますか。
B： 王府井にあります。

マリー： 天安門から遠いですか。
B： 遠くないです。どう行きますか。

マリー： バスで行きます。すみません、どこでバ
スに乗りますか。

B： あそこです。
マリー： ありがとうございます！

入れ替え練習
1.8 号棟はどこですか。
9 号棟の隣です。(留学生食堂の西側・あの建
物の南側・彼の宿舎の北側・運動場の東側)

2.郵便局はここから遠いですか。(彼の家、北京語
言大学・北京飯店、ここ・食堂、宿舎)

3.どこで車(バス)に乗りますか。(中国語を勉強す
る・働く・ご飯を食べる・休む・インターネットをす
る・メールを送る・パソコンを買う)

応用
彼のお父さんはお店で働いています。そのお

店は彼の家から近いです。お父さんは朝 7 時半

に仕事に行き、午後 5 時半に家へ帰ります。
文法
(1)今日来ますか。
(2)この映画は面白いですか。
(3)ここはあなたたちの教室ですか。
(4)王府井はここから遠いですか。

復習(2)
会話
1-1
王：衛さん、いつ李さんの家へ行きましょうか。
衛：日曜日はどうですか。
王：いいですよ。彼の家は上海ホテルのそばで

しょう？
衛：引っ越しました。今は、中華通りの 38 号に

住んでいます。その場所を知っていますか。
王：いいえ。馬さんに聞いてみましょう。
1-2
王：馬さん、中華通りはどこですか。知っていま

すか。
馬：中華通りは祖母の家からとても近いです。そ

こへ何をしに行きますか。
王：友達を訪ねに行きます。そこはここから遠い

ですか。
馬：それほど遠くないです。日曜日に祖母の家

へ行きます。一緒に行きましょう。
1-3

王： 馬さん、おばあさんと一緒に住んでいな
いのですか。

馬： はい。祖母は一人で住んでいます。父
と母とよく祖母に会いに行きます。

衛： おばあさんはお元気ですか。
馬： はい。今年 60 歳になりました。前方の

が祖母の家です。少し休んでいきましょ
う。

王： もう 10 時なのでやめておきます。
馬： さようなら！

衛、王: さようなら！
文法
2-1
(1)こんにちは！
(2)お店へ行きます。
(3)Ａ：お元気ですか。Ｂ：元気です。
(4)Ａ：誰が学生ですか。Ｂ：彼です。
2-2
(1)彼を知っています。
(2)彼にはお兄さんが一人います。
(3)彼は学生です。
2-4
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(1)元気です。
(2)彼らは皆来ます。
(3)彼は家でテレビを見ます。
短文

張麗英さんの家は 4 人家族です。お父さん、
お母さん、お姉さんそして彼女です。

彼女のお父さんはお医者さんで、57 歳になりま
したが、健康です。彼は仕事が忙しく、日曜日も
めったに休みません。

彼女のお母さんは銀行員で、今年 55 歳になり
ます。

彼女のお姉さんは教師で、今年 2 月に結婚し
ました。彼女はご両親の家に住んでいません。

昨日は金曜日で、午後は授業がありませんで
した。私たちは彼女の家に行きました。彼女の家
は北京飯店のそばにあります。彼女の家に着い
た時、お父さんとお母さんは家にいませんでした。
私たちと彼女は一緒に話をしたり、音楽を聴いた
り、テレビを見たりしました。

5 時半に張麗英さんのお父さんとお母さんが帰
ってきました。お姉さんも来ました。私たちは彼女
の家で夕飯を食べ、夜 8 時半に学校（宿舎）に戻
りました。

第 11 課 必要(1) みかんを買いたいです
会話
2-1

店員： 何をお求めですか。
デビッド： りんごを買いたいです。1 斤おいくらで

すか。
店員： 2 元 5 角です。

デビッド： あのりんごは？
店員： 1 元 3 角です。

デビッド： これをください。
店員： どれくらいお要りですか。

デビッド： 2 斤ください。
店員： 他には何か。

デビッド： もういいです。
2-2

店員： 何をお求めですか。
マリー： みかんを買いたいです。1 斤おいくらで

すか。
店員： 2 元 8 角です。

マリー： 高すぎます。
店員： あのみかんは安いです。

マリー： おいしいですか。
店員： ご賞味ください。

マリー： では、4 個ください。
店員： これは 1.5 斤、3 元 7 角 5 分です。他

には何か。
マリー： もういいです。

入れ替え練習
1.何が欲しいですか。(お店では：何を買いたいで
すか。何をお求めですか。)
りんごが欲しいです。(読む、中国語の本・飲む、
（コカ）コーラ・聴く、録音・勉強する、中国語)

2.食べてみて下さい。(食べる・見る・聴く・たずね
る)

3.みかんを買いたいです。(テレビを見る・りんごを
食べる・スプライトを飲む・インターネットをする・
メールを送る)

応用
1.私はよくデパートへ買い物に行きます。そこの
物は（品数が）多くて、とても安いです。

2.Ａ：何が飲みたいですか。
Ｂ：スプライトはありますか。
Ａ：あります。
Ｂ：2 本下さい。

文法
(1)今月は忙しくなくなりました。(前は忙しかったで
す)

(2)今、彼には仕事ができました。(前は仕事があり
ませんでした)

第 12 課 必要(2)セーターを買いたいです
会話
2-1
デビッド： 寒くなりました。セーターを買いたいで

す。
マリー： 私も買い物がしたいです。いつ行きま

しょうか。
デビッド： 日曜日はどうですか。
マリー： 日曜日は人が多すぎます。

デビッド： それなら明日の午後行きましょう。
2-2
デビッド： すみませんが、そのセーターを見せて

ください。
店員： かしこまりました。

デビッド： 試着してもいいですか。
店員： どうぞ、着てみてください。

マリー： これは短すぎます。
店員： あのセーターを着てみてください。

デビッド： じゃあ、もう一度着てみます。
マリー：これは大きくもないし小さくもないです。

デビッド： とてもいいです。これを買います。
入れ替え練習
1.セーターを買いたいです。(中国語を勉強する・
映画を観る・メールを送る・飲み物を飲む)
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2.そのセーターを見せて下さい。(書く、新出単
語・着る、服・味わう、みかん)

3.このセーターは大きくもないし小さくもないです。
(服、長い、短い・新出単語、多い、少ない)

応用
1.今日の仕事はとても多く、非常に疲れました。
2.あの映画はあまりよくないので、見たくないです。
3.北京をちょっと紹介してください。
文法
5-1
(1)彼はとても健康です。
(2)仕事がとても忙しいです。
(3)日曜日は人がとても多いです。
5-2
(1)彼は本を買いたがっています。
(2)家へ帰りたいです。
(3)そこへ行ってもいいです。
(4)買い物をしたくないです。
(5)飲み物が飲みたいですか。――今は飲みたく
ないです。

(6)万里の長城へ行きたいですか。
(7)りんごが食べたいですか。

第 13 課 必要(3)乗り換えが必要です
会話
2-1

マリー： すみません、このバスは天安門へ行き
ますか。

車掌： はい。乗ってください。
デビッド： 切符を 2 枚ください。１枚おいくらです

か。
車掌： 2 元です。

デビッド： 5 元でお願いします。
車掌： 1 元のおつりになります。

マリー： すみませんが、天安門まであといくつ
のバス停がありますか。

A： みっつです。中国語が話せますか。
デビッド： 少し話せます。
マリー： 私の話す中国語がわかりますか。

A： わかります。どちらの国の方ですか。
デビッド： 私はフランス人です。
マリー： 私はアメリカ人です。
車掌： 天安門に着きました。お降りください。

2-2
デビッド： 切符を１枚ください。

車掌： どちらへ行かれますか。
デビッド： 語言大学へ行きます。乗り換えが必要

ですか。
車掌： はい。

デビッド： どこで乗り換えますか。
車掌： 北京師範大学です。

デビッド： 何番のバスに乗り換えますか。
車掌： 726 番のバスです。

デビッド： 1 枚おいくらですか。
車掌： 2 元です。

デビッド： ありがとうございます！
車掌： どういたしまして。

入れ替え練習
1.切符を 2 枚下さい。(杯、コーラ・枚、地図・枚、8
角の切手・個、りんご)

2.5 元渡します（あげます）。(彼、冊、本・私、冊、
ノート・あなた、杯、飲み物・あなた、個、みかん)

3.どちらの国の方ですか。
フランス人です。(中国・アメリカ・韓国・イギリス・
日本・インドネシア)

応用
Ａ：中国語が話せますか。
Ｂ：彼は少し話せますが、私は話せません。
文法
5-1
(1)あなたに本を 1 冊あげます。
(2)彼はわたしに 8 角おつりをくれます。
5-2
(1)彼は中国語が話せます。
(2)中華料理が作れません。
(3)彼は来ますか。――今もう 9 時半です。来ない
でしょう。

第 14 課 必要(4)両替に行きたいです
会話
2-1

マリー： お金は全部使い切ってしまって、あり
ません。両替に行きたいです。

デビッド： ホテルの中で両替できるそうです。
マリー： 聞きに行ってみましょう。

2-2
マリー： すみませんが、ここは両替ができます

か。
フロント： できます。どのようなお金をお持ちで

すか。
マリー： 米ドルです。

フロント： いくら替えますか。
マリー： 500 ドルです。1 ドルは人民元でおい

くらですか。
フロント： 8 元 2 角 1 分です。金額をお書きくだ

さい。お名前もお書きください。
マリー： これでよろしいですか。

フロント： はい。こちらです。数えてください。
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マリー： ありがとうございます！
デビッド： 時間も遅くなりました。はやく行きまし

ょう！
入れ替え練習
1.ホテルで両替ができるそうです。(彼は帰国した、
デビッドさんは中国語が話せる・王さんは少し英
語ができる)

2.金額をお書き下さい。(たずねる、電話番号・読
む、新出単語・書く、この漢字・待つ、マリーさ
ん)

3.はやく行きましょう！(あなた、来る・あなたたち、
行く・私たち、食べる・マリーさん、書く)

応用
1.時間がなくなりました。彼を待たないことにしまし
ょう。

2.これは彼の手紙です。彼に渡して下さい。
文法
5-1
(1)お名前をお書き下さい。
(2)彼にご馳走します。
5-2
(1)どこへ行きますか。――お店へ行きます。
何を買いますか。――りんごを買います。

(2)どこへ行きましたか。――お店へ行きました。
何を買いましたか。――りんごを買いました。

(3)彼はお店へ行きませんでした。
(4)りんごを買いませんでした。
(5)ご飯を食べましたか。
(6)ご飯を食べましたか。

第 15 課 必要(5)写真を撮りたいです
会話
2-1
和子： 記念切手はありますか。
店員： はい。これは新しく出たものです。
和子： わかりました。2 セット下さい。このほかに

きれいなのがありますか。
店員： ちょっと見てください。これらの種類はどう

でしょうか。
和子： ちょっと選んで頂けますか。
店員： この 4 種類はどれもきれいだと思います。
和子： それでは、それぞれ 1 セットずつ買いま

しょう。
店員： テレホンカードは買いますか。
和子： いいえ。持っています。
2-2

和子： この公園はなかなかいいです。
張麗英： あの花は本当にきれいです。
和子：マリーさんに電話して呼び出しましょうよ。

張麗英： あら、携帯のバッテリーがなくなりました。
和子： 私が電話します。

張麗英： お願いします。私は飲み物を買いに行
きます。

2-3
張麗英： 電話がつながりましたか。
和子： つながりません。彼女は携帯の電源を

切ってしまいました。
入れ替え練習
1.これは新しく出た記念切手です。(買う、カメラ・
買う、パソコン・作る、服・来る、先生)

2.ちょっと切手を選んで頂けますか。(私、払う、電
話代・私、探す、マリーさん・彼、たずねる、電話
番号・私、持つ、もの)

3.電話がつながりましたか。(食べ終わる、ご飯・読
み終わる、あの本・会える、マリーさん・購入する、
パソコン)

応用
1.彼にメールを送ります。
2.東京の友達に電話をします。中国語を話すと彼
はわかりませんが、英語を話したらわかります。

文法
5-1
(1)このノートは私のです。
(2)あのセットの切手は新しく出たものです。
(3)このセーターはマリーさんのではありません。
5-2
(1)彼は北京に戻りました。
(2)第 15 課まで勉強しました。
(3)昨夜は 10 時まで仕事をしました。
(4)あの本を購入しませんでした。
(5)デビッドさんはマリーさんに会えませんでした。
5-3
(1)昨日電話をしました。
(2)彼は私に服を作ってくれます。

復習(3)
会話
1
〔ノックの音が聞こえる。ドアを開けに行く。〕

李： どなたですか。
王： 李さん、こんにちは！
衛： あなたに会いに来ました。
李： お二人ですか！早く入ってください！

…お掛けください。お茶をどうぞ。
王、衛： ありがとう！

李： どうしてここがわかったのですか。
王： 馬さんが連れて来てくれました。
衛： 馬さんのおばあさんの家はここからとて
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も近いです。彼がおばあさんの家に行く
ついでに一緒に来ました。

李： 歩き疲れたでしょう。
王： いいえ。バスを降りてからすぐにこの建

物をみつけました。
衛： 家から勤め先まで遠いでしょう？
李： 遠くないです。18 番のバスに乗ればす

ぐです。勉強は忙しいですか。
王： はい。毎日授業があり、宿題もとても多

いです。
衛：今日はどうして１人で家にいるのですか。

お父さん、お母さんは？
李： 父と母の友人がアメリカへ発つので、今

日はその友人に会いに行っています。
王： あ、もう 11 時半です。レストランへ食事

に行きましょう。
李： レストランへ食事に行ったら、
長い時間待たなくてはいけないし、とても
高くつきます。私の家で食べましょう。お
二人に私の得意料理を食べてもらいた
いです！

王、衛： お手数おかけします。
文法
2-1
お店に行きたいですか。――お店には行きたくな
いです。家でテレビを見たいです。
2-2➊
(1)セーターを買いたいです。
(2)この本を読みたいですか。――読みたくないで
す。あの雑誌が読みたいです。

➋
乗り換える必要がありますか。――あります(ありま
せん)。
2-3➊
(1)彼は中国語が話せます。
(2)料理が作れません。
➋

今もう 10 時です。彼は来ませんよね。――焦ら
ないで。彼は来ますよ。
2-4➊
デビッドさんは中国語で話ができます。
➋
明日午前中に来ることができますか。――来る(参
考：同じ場所にいれば｢来る｣ですが、違う場所に
いれば｢行く｣)ことができません。明日は用事があ
ります。
2-5
(1)もう行ってもいいですか。――いいです。
(2)ここで遊んでもいいですか。――だめです。こ

こで授業があります。
短文
デビッドさんと日曜日に一緒に服を買いに行く

約束をしました。
日曜日、私はとても早く起きました。私の家は

友誼商店からそんなに遠くないです。8 時半に車
(バス)に乗れば、9 時には着きます。買い物をして
いる人がとても多かったです。私はお店の前でデ
ビッドさんを待ちました。9 時半まで待っても、デビ
ッドさんは来なかったので、私は先に中へ入りまし
た。
そのお店は大きく、品物も多いです。私はセー

ターを買いたくて、店員さんが 2 階にあると教えて
くれたので、上へ行きました。
そこのセーターはとてもきれいで、値段も高か

ったです。あるセーターを着てみると、長くもなく、
短くもありませんでした。お金を払いに行ったとき、
デビッドさんが来ました。彼は「バスの乗客が多す
ぎて、遅れました。本当にすみません」と言いまし
た。私は「大丈夫です」と言いました。そこで私た
ちは一緒に別の服を見に行きました。

第 16 課 約束(1)京劇を観たことがありますか
会話
2-1

マリー： 京劇を観たことがありますか。
デビッド： いいえ。
マリー： とても面白いそうです。

デビッド： すごく観たいです。マリーは？
マリー： 私もすごく観たいです。どこで公演し

ているか知っていますか。
デビッド： 人民劇場でよく公演しています。
マリー： それなら土曜日に観に行きませんか。

デビッド： もちろん、いいです。明日チケットを買
いに行きます。

マリー： チケットを買ったら、私に教えてくださ
い。

デビッド： わかりました。
2-2

和子： アヒルの丸焼きは北京の有名な料理だ
そうです。

マリー： まだ食べたことがありません！
和子： 一度食べに行くべきですね。

マリー： 28 日の夜が空いています。和子は？
和子： だめです。友達が訪ねて来ます。

マリー： 30 日の夜はどうですか。
和子： 大丈夫です。

入れ替え練習
1.京劇を観たことがありますか。(行く、万里の長



11

城・飲む、あのお茶・食べる、あの料理・飲む、
このお酒・行く、あの公園・たずねる、値段)

2.一度アヒルの丸焼きを食べに行くべきです。(観
る、京劇る・たずねる、先生・聴く、音楽・探す
〔会う〕、彼ら)

3.チケットを買ったら私に教えて下さい。(受け取
る、手紙・買う、辞典・会う、マリーさん・買う、コ
ーヒー)

応用
1.マリー、早く来て下さい。あなたを探している人
がいます。

2.Ａ：雑技を観ますか。
Ｂ：観ません。昨日の練習問題をまだやってい
ません。

文法
5-1
(1)万里の長城へ行ったことがあります。
(2)中国語を勉強したことがあります。
(3)アヒルの丸焼きを食べたことがありません。
(4)アメリカに行ったことがありますか。
(5)あの映画を観たことがありますか。
(6)あのレストランへ行ってご飯を食べたことがあり
ます。

5-2
(1)あなたを探している人がいます。
(2)あなたを映画に誘いたい人がいます。
5-3
(1)彼はまだ来ていません。
(2)このことはまだ知りません。
(3)まだアヒルの丸焼きを食べたことがありません。

第 17 課 約束(2)動物園に行きます
会話
2-1
張麗英： この二三日はとても天気がいいです。

遊びに出かけましょう。
和子： どこに遊びに行ったらいいですか。

張麗英： 北海公園に行って花見をしたり、船をこ
いだりしたら、いいんじゃない！

和子： 先週行きました。ほかのところに行きまし
ょう。

張麗英： 動物園に行くのはどうですか。
和子： いいですよ。パンダにも会えるしね。

張麗英： どうやって行きますか。
和子： 自転車で行きましょう。

2-2
和子： 李成日さんを知っていますか。
劉京： もちろんです。去年、彼はここで中国語を

勉強していました。

和子： 知っていますか。明日、彼は北京に来ま
す。

劉京： いいえ。彼は午前中に着きますか、それ
とも午後着きますか。

和子： 午後 2 時です。空港に迎えに行きます。
劉京： 明日の午後は授業がありません。一緒に

行きます。
和子： わかりました。
劉京： いつ行きますか。
和子： １時にしましょう。
入れ替え練習
1.この二三日はとても天気がいいです。(用事がな
い・彼はとても忙しい・王さんは体調が良くない・
彼らは試験がある・地下鉄に乗る人が大変多
い)

2.花見をしたり、船を漕いだりしたら、いいんじゃ
ない！(面白い・楽しい)

3.彼は午前中に着きますか、それとも午後着きま
すか。(今日、明日・来週、今週・朝 8 時、夜 8
時)

応用
1.Ａ：マリーさんはどこにいますか。
Ｂ：上(階上)にいます。上に行って探して下さい。

2.Ａ：動物園に行くのにどの道が近いですか。
Ｂ：この道が一番近いです。

文法
5-1
(1)午前中に行きますか、それとも午後行きますか。
(2)コーヒーを飲みますか、それともお茶を飲みま
すか。

(3)一人で行きますか、それとも友達と一緒に行き
ますか。

5-3
(1)授業です。はやく入って来て下さい。(話し手は
中にいる)

(2)彼は家にいません。出かけて行きました。(話し
手は家の中にいる)

(3)マリー、はやく降りて来て！(話し手は階下にお
り、マリーさんは階上にいる)

第 18 課 迎える(1)道中お疲れさまでした
会話
2-1

和子： 東京からの飛行機は到着しましたか。
カウンター： まだです。

和子： どうしてですか。
カウンター： 遅れています。飛行機は今上海で

す。
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和子： 離陸しましたか。
カウンター： もうすぐ離陸します。

和子： いつ到着できますか。
カウンター： 3 時半ごろ到着できるでしょう。

和子： 劉京、先ずお水でも飲みに行って、
またここに戻りましょう。

2-2
和子： 見て、李成日さんが来ました。
劉京： こんにちは！道中お疲れさまでした。

李成日： こんにちは！劉京、どうして私が来るの
を知っていたのですか。

劉京： 和子が教えてくれたんです。
李成日： 迎えに来てくれてありがとう。
和子： 行きましょう！

李成日： ちょっと待って。貿易会社の人も迎えに
来てくれています。

劉京： わかりました。ここで待っています。
入れ替え練習
1.もうすぐ離陸します。(授業が始まる・試験が始ま
る・発車する・卒業する)

2.まずお水でも飲みに行って、またここに戻りまし
ょう。(両替する、買い物する・食事する、写真を
撮る・ビールを飲む、映画を観る)

3.和子さんが教えてくれたのです。(劉京さん、王
蘭さん・マリーさん、デビッドさん)

応用
1.Ａ：彼はどうやって来たのですか。
Ｂ：タクシーで来たのです。

2.汽車はもうすぐ出発します。早く乗って下さい。
文法
5-1
(1)汽車はもうすぐ出発します。
(2)もうすぐ北京に着きます。
(3)彼はもうすぐ来ます。
5-2
(1)彼は昨日来たのです。
(2)どこで買ったのですか。
(3)飛行機で来たのです。
(4)彼女が教えてくれたのです。

第 19 課 迎える(2)歓迎いたします
会話
2-1
王：こんにちは！李さん。王大年と申します。会

社の通訳をしています。
李：迎えに来てくださってありがとうございます。
王：どういたしまして。道中お疲れ様でした。
李：少しも疲れていません。とても順調です。
王：車は外にあります。ホテルまでお送り致しま

す。
李：友達が 2 人いるんですが。
王：それなら一緒に行きましょう。
李：ありがとうございます！
2-2
部長： ようこそ！李さん。
李： ありがとうございます！

部長： 中国は初めてですか。
李： いいえ。前に 2 度来たことがあります。こ

れは私どもの部長からのお手紙です。
部長： お手数おかけ致します。
李： 彼がよろしくと申しておりました。

部長： ありがとうございます。今日は北京飯店で
夕食をご馳走致します。

李： どうもご丁寧に。申し訳ございません。
部長： お時間ありますか。
李： 午後、友達のところに行きます。夜は空い

ています。
部長： お迎えに参ります。
李： おかまいなく。タクシーで友達のところか

ら行きますので。
入れ替え練習
1.少しも疲れていません。(少し、暑くない・少し、
遅くない・同じもの、買っていない・1 分、休んで
いない)

2.これは私どもの部長からのお手紙です。(私の
姉、あなたへ、筆・彼のお兄さん、あなたに差し
あげる、花・私の友達、わたしへ、記念切手)

3.中国は初めてですか。
いいえ、前に 2 度来たことがあります。(アヒルの
丸焼きを食べる、食べる・万里の長城へ行く、
行く・京劇を観る、観る・私たちの学校に来る、
来る)

応用
1.今回北京に来るのはとても順調でした。
2.あなたに送った手紙は届きましたか。
3.中国に来たとき、中国語を一言も話せませんで
した。

文法
5-1
(1)彼は私のところから書店へ行きました。
(2)張先生のところから来ました。
(3)私の妹はマリーさんのところで遊びました。
(4)私の筆は彼のところにあります。
5-2
(1)彼は一度来たことがあります。
(2)彼を二度訪ねましたが、彼は二度ともいません

でした。
(3)ちょっと紹介します。
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(4)ちょっと取って下さい。
5-3
(1)来る人がとても多いです。
(2)中国語を勉強する学生は少なくないです。
(3)これは部長からのお手紙です。
(4)東京からの飛行機は午後到着します。

第 20 課 招待する 私たちの友情のために乾
杯
会話
2-1
通訳： 李さん、どうぞこちらにお掛けください。
李： ありがとうございます！

部長： この二三日はどのようにお過ごしですか。
李： とても楽しく過ごしています。

通訳： お酒は何がお好きですか。
李： ビールです。

部長： この料理のお味はいかがですか。
李： とてもおいしいです。

部長： 遠慮せず、お召し上がりください。
李： ありがとうございます。

部長： さあ、私たちの友情のために乾杯！
李： 皆様のご健康のために乾杯！

通訳： 乾杯！
2-2

劉京： 先ずお酒を飲みましょう。
李成日：この魚の料理は本当においしいですね。
劉京母： 自分の家にいるような気持ちで、遠慮し

ないでください。
李成日： ありがとうございます。
劉京母： 餃子を食べましょう。
和子： 餃子が一番好きになりました。
劉京：日本料理を作ることができるそうですね。
和子： いえいえ。料理は上手ではありません。
劉京： どうしてもう食べないんですか。
和子： 満腹です。皆さんはゆっくり食べてくだ

さい。
入れ替え練習
1.とても楽しく過ごしています。(私たち、生活する、
良い・彼、話す、速い・張さん、休む、素晴らし
い・デビッドさん、寝る、遅い)

2.この魚の料理はとてもおいしいです。(服、洗う、
きれい・写真、撮る、良い・車、運転する、速い)

3.私は料理は上手ではありません。(餃子を作る、
おいしい・漢字を書く、上手である・新出単語を
訳す、速い)

応用
1.彼は中国語を話すのが本当に上手で、中国人
のようです。

2.話すのが速すぎて、聞き取れませんでした。もう
少しゆっくり話して下さい。

文法
5-1
(1)よく休めました。
(2)マリーさんとデビッドさんは楽しく遊びました。
(3)彼が来たのは早くないです。
(4)彼の生活はあまりよくないです。
(5)よく休めましたか。
(6)この魚の料理はおいしいですか。
5-2
(1)彼は中国語を上手に話します。
(2)彼女は料理を上手に作ります。
(3)私は漢字を書くのがあまり上手くありません。

復習(4)
会話
1-1
〔ジョンの中国人の友達が今日北京から来ます。
ジョンは彼を迎えに空港に行きました。〕
ジョン： あ、王さん。道中お疲れ様でした！

王： それほど疲れていません。迎えに来てく
れてありがとう。

ジョン： どういたしまして。手紙であなたがサン
フランシスコに来ることを知りました。す
ごく嬉しかったです。

王：昔からの友達に会えてとても嬉しいです。
劉小華さんも、ジェニーさんも元気です
か。

ジョン： ２人とも、とても元気です。彼らはとても
忙しくて、今日は迎えに来る時間があり
ませんでした。

王： 私たちは昔からの友達です。気をつか
わないで下さい

ジョン： 王さんが来てくれたことを歓迎して、土
曜日に中華レストランでご馳走します。

王： ありがとう。お手数おかけします。
1-2
〔中華レストランにて〕
ジェニー： 王さんはどうしてまだ来ていないのか

しら。
劉： まだ約束の時間になっていません。

ジェニー： 彼はサンフランシスコに初めて来まし
た。ここが分かるかしら。

ジョン： このレストランはとても有名なので、わ
かると思います。

劉： あ、見て。王さんが来ました！
ジョン： 王さん、早く来て。ここに掛けて。

ジェニー：3 年振りですが、変わっていませんね。
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王： 本当ですか。
ジェニー： メニューです。王さん、何を食べたい

ですか。
ジョン： 私は知っています。王さんは糖醋魚が

好きです。それと・・・
王： 皆、気をつかいすぎです。本当に申し

訳ないです。
劉： 先ずお酒を飲みましょう。

ジョン：
ジェニー：

劉：
王：

文法
2-1➊
(1)今日は土曜日です。
(2)彼は今年 20 歳です。
(3)今 2 時です。
(4)この本は 18 元 5 角です。
➋
(1)漢字を書きます。
(2)彼は中国語を勉強したがっています。
(3)彼は中国へ旅行に来ます。
(4)マリーさんとデビッドさんは映画を観に行きます。
➌
(1)暑くなりました。
(2)張先生は忙しいです。
(3)この中国語の本はとても安いです。
➍
(1)私の父は健康です。
(2)彼は仕事が忙しいです。
(3)今日は天気がとてもいいです。
2-2➊
(1)学生ですか。
(2)中国映画を観るのが好きですか。
(3)記念切手を持っていますか。
➋
(1)彼を知っていますか。
(2)学校は大きいですか。
(3)弟さんがいますか。
(4)明日万里の長城へ行きますか。
➌
(1)どなたが皆さんの先生ですか。
(2)どの本があなたのですか。
(3)お体はいかがですか。
(4)今日は何曜日ですか。
➍
(1)午前中行きますか、それとも午後行きますか。
(2)彼はアメリカ人ですか、それともフランス人です
か。

(3)映画を観に行きますか、それとも京劇を観に行
きますか。

➎
(1)私は元気です。あなたは？
(2)デビッドさんはテレビを見ます。マリーさんは？
➏
明日行きませんか。
短文
アリーさんへ
こんにちは！もうすぐ北京語言大学へ勉強しに

行くそうですね。とても嬉しいです。その学校をち
ょっと紹介します。
語言大学は大きく、多くの留学生がいて、中国

人の学生もいます。留学生は中国語を学び、中
国人は外国語を学んでいます。
学校には多くの建物があります。アリーさんは

留学生宿舎に住むことができます。留学生食堂
は宿舎のそばにあります。彼らの作る料理はとて
もおいしいです。
学校には小さな郵便局があり、そこで手紙を送

ったり、切手を買ったり、物を送ったりできます。
学校から遠くないところにお店があり、物も豊富

で安いです。私が語言大学にいたときには、よく
そこに買い物に行きました。
知っていますか。ナーイーが北京大学に通っ

ています。北京大学は語言大学にとても近いで
す。時間があれば彼女に会いに行けますよ。
ナーイーのお兄さんは卒業しました。先月イギ

リスから戻ってきて、今はまだ仕事が見つかって
いません。彼がよろしくと言っていました。
ああ、あまり長くなるといけません。お返事待っ

ています。
楽しく過ごせるように祈っています。

友人サフィーより
2005 年 5 月 3 日

私たちの友情のために乾杯！

乾杯！


