
P7 第一課
1（1）A：你好！（こんにちは！）
      B：你好！（こんにちは！）
      A：他好吗？（彼はお元気ですか。）
      B：他很好。（元気です。）
（2）A、B：你好！（こんにちは。） 

      C：你们好！（こんにちは。）

（3）玛丽：你好吗？（元気ですか。）
      王兰：我很好。你好吗？（元気です。元気ですか。）
      玛丽：我也很好。刘京好吗？（私も元気です。劉京さんは元気ですか。）
      王兰：他也很好，我们都很好。（彼も元気です、私たちはみんな元気です。）
2（1）大卫：玛丽，你好！（マリー、おはよう！） 

      玛丽：你好，大卫！（おはよう、デビッド！） 

      大卫：你好吗？（元気ですか。） 

      玛丽：我很好，你好吗？（元気です、あなたは元気ですか。） 

      大卫：我也很好。（私も元気です。） 

 （2）王兰：你们好吗？（お元気ですか。） 

爸爸、妈妈：我们都很好。（二人とも元気です。） 

王兰：玛丽好吗？（マリーさんはお元気ですか。） 

爸爸、妈妈：她也很好。你好吗？（マリーも元気です。お元気ですか。） 

王兰：我也很好。（私も元気です。） 

3老师：刘京，你好吗？（劉京さん、お元気ですか。） 

刘京：我很好。（元気です。） 

老师：大卫，玛丽，你们好吗？（デビッドさん、マリーさん、お元気ですか。） 

大卫、玛丽：我们都很好。（二人とも元気です。） 

 

Ｐ14 第二課 

1（1）AB：老师，您好！（先生、おはようございます。） 

     老师：你们好！（おはよう。） 

 （2）大卫：刘京，你身体好吗？（劉京さん、お変わりありませんか。） 

      刘京：很好，谢谢！（はい、ありがとうございます。） 

      大卫：王兰也好吗？（王蘭さんも元気ですか。） 

      刘京：她也很好，我们都很好。（彼女も元気です。私たちは二人とも元気です。） 

 （3）王兰：妈妈，您身体好吗？（お母さん、お変わりありませんか。） 

      妈妈：我很好。（ええ。） 

      王兰：爸爸身体好吗？（お父さんはお変わりありませんか。） 



      妈妈：他也很好。（ええ。） 

3（1）刘京：王兰，你好！（王蘭さん、おはようございます。） 

王兰：你好，刘京！（おはようございます、劉京さん。） 

刘京：你爸爸、妈妈好吗？（ご両親はお元気ですか。） 

王兰：他们都很好。你爸爸、妈妈身体好吗？（二人とも元気です。あなたのご両親はお元

気ですか。） 

刘京：他们也都很好。谢谢！（二人とも元気です。ありがとうございます。） 

(2)A：你早！（おはよう。） 老师：你好吗？（お元気ですか。） 

   B：你早！（おはよう。） A：我很好。您身体好吗？ 

 （元気です。お変わりありませんか。） 

   A：你身体好吗？（元気ですか。） 老师：也很好，再见！（はい、さようなら。） 

   B：很好，谢谢！（元気です。ありがとう。） A：再见！（さようなら。） 

 

   A：你们好！（こんにちは。） AB：你们好吗？（お元気ですか。） 

   BC：你好！（こんにちは。） CD：我们都很好。你好吗？ 

 （二人とも元気です。お元気ですか。） 

   A：你好吗？（お元気ですか。） A：也很好。（元気です。） 

   B：我很好。（元気です。） CD：你身体好吗？（お変わりありませんか。） 

   A：你好吗？（お元気ですか。） B：也很好。（はい。） 

   C：我也很好。你身体好吗？ 

（私も元気です。お変わりありませんか。） CD：再见!（さようなら。） 

   A：也很好。再见！（ええ。さようなら。） AB：再见！（さようなら。） 

   BC：再见！（さようなら。） 

 

Ｐ24 第三課 

1 她身体不好。（彼は具合がよくない。） 

  我不太好。（私はあまりよくない。） 

  他们都不忙。（彼らはみな忙しくない。） 

  我也很忙。（私も忙しい。） 

  我们都很忙。（私たちはみな忙しい。） 

  我不累。（私は疲れていない。） 

  他不太累。（彼はあまり疲れていない。） 

  我们都不累。（私たちはみな疲れていない。） 

2（1）A：今天你来吗？（今日来ますか。） 

      B：我来。（来ます。） 

      A：明天呢？（明日は？） 



      B：也来。（明日も来ます。） 

 （2）A：今天你累吗？（今日は疲れましたか。） 

      B：我不太累。你呢？（あまり疲れていません。あなたは？） 

      A：我也不太累。（私もあまり疲れていません。） 

      B：明天你来吗？（明日は来ますか。） 

      A：我不来。（来ません。） 

 （3）A：你爸爸忙吗？（お父さんはお忙しいですか。） 

      B：他很忙。（忙しいです。） 

      A：你妈妈呢？（お母さんは？） 

      B：她也很忙。我爸爸、妈妈都很忙。（彼女も忙しいです。両親とも忙しいです。） 

3（1）你身体好吗？我很好。（お変わりありませんか。元気です。） 

 （2）你忙吗？我不太忙。（忙しいですか。あまり忙しくないです。） 

 （3）今天你累吗？我不累。（今日は疲れましたか。疲れませんでした。） 

 （4）明天你来吗？我来。（明日は来ますか。来ます。） 

 （5）你爸爸(妈妈、哥哥、姐姐 )身体好吗？他很好。（お父さん〔お母さん、お兄

さん、お姉さん……〕はお変わりありませんか。元気です。） 

 （6）他们忙吗？他们都不太忙。（彼らは忙しいですか。彼らはみなあまり忙しくないです。） 

 

Ｐ32 第四課 

1（1）A：大夫，您贵姓？（先生、お名前は何とおっしゃいますか。） 

      B：我姓张。（張と申します。） 

      A：那个大夫姓什么？（あちらの先生はお名前は何とおっしゃいますか。） 

      B：他姓李。（彼は李といいます。） 

 （2）A：她是你妹妹吗？（彼女はあなたの妹ですか。） 

      B：是，她是我妹妹。（はい、私の妹です。） 

      A：她叫什么名字？（お名前は何ですか。） 

      B：她叫京京。（京京です。） 

 （3）A：你是留学生吗？（あなたは留学生ですか。） 

      B：是，我是留学生。（はい、留学生です。） 

      A：你忙吗？（あなたは忙しいですか。） 

      B：我不太忙。你呢？（あまり忙しくないです。あなたは？） 

      A：我很忙。（忙しいです。） 

 （4）A：今天你高兴吗？（今日あなたは楽しいですか。） 

   B：今天我很高兴。你呢？（楽しいです。あなたは？） 

   A：我也很高兴。（私も楽しいです。） 

2 根据情景对话 



（1）A:你好！（おはよう。） 

     B:你好！您贵姓？（おはようございます。お名前は何とおっしゃいますか。） 

     A:我姓王，叫王兰。你叫什么名字？（王です、王蘭です。あなたの名前は何ですか。） 

     B:我叫田中和子。认识你很高兴。（田中和子と申します。） 

     A:认识你我也很高兴。（お知り合いになれて嬉しいです。） 

（2）A:你的朋友叫什么名字？（あなたのお友達は何という名前ですか。） 

     B:他叫王明。（彼は王明です。） 

     A:他身体好吗？（彼はお元気ですか。） 

     B:他身体很好。（元気です。） 

     A:他工作忙吗？（彼はお仕事がお忙しいですか。） 

     B:他工作不忙。（忙しくないです。） 

3  

私は王英さんを知っています。彼女は学生です。彼女と知り合ってとても嬉しいです。彼

女のお父さんは医者で、お母さんは教師です。彼らは健康で、仕事もとても忙しいです。

彼女の妹も学生です。彼女はあまり忙しくありません。 

 

P41 第五课 练习 

1， 

叫什么—你叫什么？（あなたのお名前は？） 

认识谁—你认识谁？（あなたは誰を知っていますか。） 

在哪儿—王兰在哪儿？（王蘭さんはどこにいますか。） 

去商店—你去商店吗？（あなたはお店に行きますか。） 

妈妈的朋友—谁是妈妈的朋友？（誰がお母さんの友達ですか。） 

王兰的哥哥—他是王兰的哥哥。（彼は王蘭さんのお兄さんです。） 

2． 

（1）A:王兰在哪儿?（王蘭さんはどこですか。） 

     B:王兰在教室。（王蘭さんは教室にいます。） 

     A:你去教室吗？（教室に行きますか。） 

     B:不。我不去教室，我回宿舍。（いいえ、教室には行きません。宿舎に帰ります。） 

（2）A:你认识王林的妹妹吗?（王林さんの妹さんを知っていますか。） 

     B:我不认识。你呢?（いいえ、知りません。あなたは？） 

     A:我认识。（知っています。） 

     B:她叫什么名字？（名前は何と言いますか。） 

     A:她叫王兰。（王蘭さんと言います。） 

（3）A:你去商店吗？（お店に行きますか。） 

     B:去。（行きます。） 



     A:这个商店好吗？（このお店はいいですか。） 

     B:这个商店很好。（このお店はとてもいいです。） 

3， 

（1） 他是谁的老师？（彼は誰の先生ですか。） 

（2） 她姓什么？（彼女は何という名字ですか。） 

（3） 她叫什么？（彼女は何といいますか。） 

（4） 谁认识王林？（誰が王林さんを知っていますか。） 

（5） 王老师去哪儿？（王先生はどこへ行きましたか。） 

（6） 玛丽在哪儿？（マリーさんはどこですか。） 

4 

ちょっと紹介します。私はマリーといい、アメリカからの留学生です。あちらはデビッド

さんです。私の友達で、彼も留学生です。フランス人です。劉京さんと王蘭さんは私たち

の友達です。彼らと知り合えて私たちはとても嬉しいです。 

 

P46 复习一 

三．（3）② 

（1）我好。（私は元気です。）   我也好。（私も元気です。）    我也很好。（私もとても元

気です。） 

（2）你有。（あなたは持っています。）   你有表。（あなたは時計を持っています。）    你

也有表。（あなたも時計を持っています。） 

 

P54 第六课 练习 

1， 

你做什么？（あなたは何をしますか。）---- 我上网。（インターネットをします。）/我看书。

（本を読みます。） 

你买什么？（あなたは何を買いますか。） 

他的生日是几月几号？（彼の誕生日は何月何日ですか。） 

我在我的宿舍。（私は自分の宿舎にいます。） 

星期日下午你做什么？（日曜日の午後何をしますか。）----我听音乐。（音楽を聴きます。） 

明天上午你做什么？（明日の午前中何をしますか。）----我看电视。（テレビを見ます。） 

今天晚上我写信。（今夜私は手紙を書きます。） 

2， 

（1）A:明天星期几?（明日は何曜日ですか。） 

     B:明天是星期日。（明日は日曜日です。） 

     A:明天上午你做什么？（明日の午前中は何をしますか。） 

     B:明天上午我看电视。（明日の午前中はテレビを見ます。） 



（2）A:这个星期六是几月几号？（今度の土曜日は何月何日ですか。） 

     B:是十月七号。（10 月 7日です。） 

     A:你去商店吗？（お店に行きますか。） 

     B:我不去商店,我工作很忙。（行きません、仕事が忙しいのです。） 

（3）A:这个星期日晚上你做什么？（今度の日曜日の夜、何をしますか。） 

     B:这个星期日晚上我上网。你呢？（インターネットをします。あなたは？）  

     A:我看电视。（テレビを見ます。） 

3， 

（1） A:你的生日是几月几号？（あなたの誕生日は何月何日ですか。） 

B:我的生日是一月二十八号。你呢？（私の誕生日は 1月 28 日です。） 

A:我的生日是十二月二十七号。你今年几岁了？（私の誕生日は 12 月 17 日です。あ

なたは今年で何歳になりますか。） 

       B:我今年二十三岁了。（今年で 23 歳です。） 

（2）我星期一早上看书。（月曜日の朝、本を読みます。） 

星期二晚上看电视。（火曜日の夜、テレビを見ます。） 

星期三下午听音乐。（水曜日の午後、音楽を聴きます。） 

星期四上午写信。（木曜日の午前中、手紙を書きます。） 

星期日晚上上网。（日曜日の夜、インターネットをします。） 

4 

今日は日曜日です。勉強はしません。午前中にお店へ行き、午後は友達に会いに行きます。

夜は手紙を書きます。 

 

P63 第七课 练习 

1， 

（1）叫什么名字？（名前は何といいますか。） 

（2）有几口人？（家族は何人ですか。） 

（3）是学生。（学生です。） 

（4）学习汉语。（中国語を勉強します。） 

（5）听音乐。（音楽を聴きます。） 

（6）写信。（手紙を書きます。） 

（7）看电视。（テレビを見ます。） 

2， 

 (1)A:明天星期几？（明日は何曜日ですか。） 

    B:明天是星期四。（明日は木曜日です。） 

    A:明天是几月几号？（明日は何月何日ですか。） 

    B:明天是六月一号。（明日は 6月 1日です。） 



 (2)A:王老师家有几口人？（王先生のお宅は何人家族ですか。） 

    B:王老师家有四口人。（4人です。） 

    A:他有孩子吗？（お子さんがいますか。） 

    B:他有。（います。） 

    A:他有几个孩子？（お子さんは何人ですか。） 

    B:他有一个孩子。（一人です。） 

3， 

（1） A:你家有几口人？（何人家族ですか。） 

B:我家有三口人。爸爸，妈妈，和我。（3人です。父、母、私です。） 

A:你爸爸妈妈做什么工作？（ご両親は何のお仕事をなさっていますか。） 

B:我爸爸是老师，在大学工作。我妈妈不工作。你家有什么人？（父は教師で、大学

で働いています。母は働いていません。あなたの家はどんな方がいますか。） 

A:我家有爸爸，妈妈，姐姐。（父、母、姉がいます。） 

B:你姐姐是做什么的？（お姉さんは何をしているんですか。） 

A:我姐姐是学生，学中文的。（姉は学生です。中国語を勉強しています。） 

B:你妈妈工作吗？（お母さんは働いていますか。） 

A:她工作，她是护士。（働いています、看護師です。） 

B:你爸爸是做什么的？（お父さんは何をしているんですか。） 

A:他是职员，在银行工作。（父は職員です。銀行に勤めています。） 

(2) 我在语言大学学习中文。（私は語言大学で中国語を勉強しています。） 

4 

明くんは 5 歳です。兄がいて、その兄は学生です。お父さんとお母さんは二人とも働いて

います。明くんは、自分は 5 人家族だと言います。もう一人は誰でしょう。それは彼の猫

です。 

 

P73 第八课 练习 

1． 

10:00—我十点下课。（十時に授業が終わります。） 

6:30—我早上六点三十分起床。（朝の六時半に起きます。） 

4:35—我下午四点三十五分上网。（午後四時三十五分にインターネットをします。） 

8:05--我早上八点零五分去学校。（朝の八時五分に学校に行きます。） 

7:15--我早上七点一刻吃早饭。（朝の七時十五分に朝食を食べます。） 

9:25—我晚上九点二十五分听音乐。（夜の九時二十五分に音楽を聴きます。） 

11:45—我中午十一点三刻去食堂。（昼の十一時四十五分に食堂へ行きます。） 

2:55--我下午差五分三点回家。（午後三時五分前に家へ帰ります。） 

3:20--我下午三点二十分看书。（午後三時二十分に本を読みます。） 



12:10—我中午十二点十分吃午饭。（昼の十二時十分に昼食を食べます。） 

2． 

 (1)A:你们几点上课？（何時に授業が始まりますか。） 

    B:我们九点上课。（九時に始まります。） 

    A:你几点去教室？（何時に教室へ行きますか。） 

    B:差一刻九点。现在几点？（九時十五分前です。今何時ですか。） 

    A:现在八点半。（八時半です。） 

 (2)A:你几点吃午饭？（何時に昼食を食べますか。） 

    B:十二半吃午饭。（十二時半に食べます。） 

    A:你几点去食堂？（何時に食堂へ行きますか。） 

    B:我十二点十分去食堂。（十二時十分に行きます。） 

3. 

（1）我七点起床，七点半吃早饭。（私は七時に起き、七時半に朝食を食べます。） 

（2）我九点上课，十二点下课，十二点二十分吃午饭。（九時に授業が始まり、十二時に終

わり、十二時二十分に昼食を食べます。） 

（3）我七点吃晚饭，十二点睡觉。（私は七時に夕食を食べ、十二時に寝ます。） 

（4）星期六我十点起床，晚上两点睡觉。（土曜日は十時に起き、夜の二時に寝ます。） 

4. 

我早上六点起床，六点半吃早饭，七点一刻去上班，十二点在公司吃午饭。（私は朝六時に起

き、六時半に朝食を食べます。七時十五分に出勤し、十二時に会社で昼食を食べます。） 

我五点下班，六点到家，七点吃晚饭。晚上看电视，十二点睡觉。（五時に退社し、六時に家

に着き、七時に夕食を食べます。夜はテレビを見、十二時に寝ます。） 

5. 

今日は土曜日で、授業がありません。王さんは、夜にいい映画をやるから一緒に見に行こ

うと言いました。私はとても嬉しいです。 

午後 6時に私は食堂に行ってご飯を食べ、6時半に王さんの宿舎に行き、7時に私たちは映

画を見に行きます。 

 

P81 第九课 

1. 

我们一起玩儿。（私たちは一緒に遊びます。） 

我们一起看电视。（私たちは一緒にテレビを見ます。） 

我们一起吃饭。（私たちは一緒にご飯を食べます。） 

我们一起来北京工作。（私たちは一緒に北京に来て働いています。） 

我常看电视。（私はよくテレビを見ます。） 

我常听音乐。（私はよく音楽を聴きます。） 



他常问问题。（私はよく質問をします。） 

他在家看书。（彼は家で本を読んでいます。） 

我在大学学习。（私は大学で勉強しています。） 

他在教室上课。（彼は教室で授業に出ています。） 

她在银行工作。（彼女は銀行で働いています。） 

我问老师清华大学怎么走。（私は先生に清華大学にはどうやって行くのか尋ねました。） 

我问大夫住在哪儿。（私は医者にどこに住んでいるのか尋ねました。） 

邮局怎么走问谁？（郵便局にはどうやって行くのか誰に尋ねますか。） 

我去 6楼 409 号房间买书。（私は 6号棟の 409号室に行って本を買います。） 

他去食堂买饭。（彼は食堂に行ってご飯を食べます。） 

她星期日去商店买东西。（彼女は日曜日にお店に行って買い物をします。） 

2. 

（1） 我家在北京，我的宿舍在东京。（私の家は北京にあり、寮は東京にあります。） 

（2） 我住在 6楼 205 号房间。（私は 6号棟の 205 号室に住んでいます。） 

（3） 星期日我常去商店，晚上我常上网。我不常写信。（日曜日にはよくお店に行きます。

夜はよくインターネットをします。手紙はあまり書きません。） 

3. 

（1） 刘京的学校在商店旁边。（劉京さんの学校はお店のそばにあります。） 

（2） 谁认识小王？（誰が王さんを知っていますか。） 

（3） 我星期六和哥哥一起听音乐。（私は土曜日に兄と一緒に音楽を聴きました。） 

4.我的朋友大卫家在美国，现在住在日本，在语言学校学习日语。在银行上班。（私の友達、

大衛の実家はアメリカです。今は日本に住み、語学学校で日本語を勉強しながら、銀行で

働いています。） 

 

P89 第十课 练习 

1． 

（1）八楼离九楼不太远。（8号棟は 9号棟からあまり遠くないです。） 

（2）食堂在宿舍旁边。（食堂は宿舎のそばにあります。） 

（3）邮局很近,往前走就是。（郵便局はとても近く、まっすぐ行けばすぐです。） 

（4）今天晚上我不学习,回家看电视。（今夜私は勉強せず、家に帰ってテレビを見ます。） 

（5）我们去宿舍休息一下吧。（私たち、宿舎に行って少し休みましょう。） 

（6）这本书很好,你买不买？（この本はとてもよいです。あなた買いませんか。） 

2， 

（1）正确：我哥哥在学校工作。（兄は学校で働いています。）       （2）正确：操场离宿

舍很近。（運動場は宿舎から近いです。） 

（3）正确：我在食堂吃早饭。（私は食堂で朝食を食べます。）         （4）正确：他早上



八点半去银行。（彼は朝八時半に銀行に行きます。） 

3， 

（1） 王兰在我旁边，和子在我前边。（王蘭さんが私のそばにいます。和子さんは私の前に

います。） 

（2） 玛丽住在我旁边的房间。（マリーさんは私の近くの部屋に住んでいます。） 

（3） 邮局在学校的左边，往前走就是。银行在商店的后面，一直往南走就是。（郵便局は学

校の左側にあり、まっすぐ行けばあります。銀行はお店の後ろで、南にずっと行け

ばあります。） 

4 

郵便局は銀行から遠くなく、私はいつもそこに行って切手を買い、手紙を送ります。書店

が銀行のそばにあります。その書店は大きく、本も多いです。よくそこに行って本を買い

ます。 

5， 

（3）朗读会话 

A:请问，北京大学在哪儿？（すみません、北京大学はどこですか。） 

B:在清华大学西边。（清華大学の西側です。） 

A:清华大学东边是语言大学吗？（清華大学の東側は語言大学ですか。） 

B:对。这儿有很多大学。语言大学南边还有好几个大学。（はい。ここには多くの大学があり

ます。語言大学の南側にもたくさんの大学があります。） 

A:从这儿往北走大学不多了，是不是？（ここから北に行っても大学は多くないですよね。） 

B:是的。（そうですね。） 

 

P92 复习二 练习 

1. 

（1） 一年有十二个月，一个月有四个星期，一个星期有七天。（1年は 12 ヶ月、1ヶ月は 4

週間、1週間は 7日です。） 

（2） 今天是十月三号，明天星期三，星期天是十月七号。（今日は 10 月 3 日で、明日は水

曜日、日曜日は 10月 7 日です。） 

（3） 我家有三口人，他们是爸爸，妈妈和我。我妈妈不工作。我住在东京，我家离学校不

远。（家族は 3人家族、父、母、私です。母は働いていません。私は東京に住んでい

て、学校からは遠くないです。） 

2.（1） 

A:你好！（こんにちは。） 

B:你好！你身体好吗？（こんにちは。お変わりありませんか。） 

A:我身体很好，谢谢。（元気です。ありがとう。） 

 



A:你早！（おはようございます。） 

B:早上好！（おはようございます。） 

A:你工作忙吗？（お仕事はお忙しいですか。） 

B:我工作不忙。你妈妈身体好吗？（あまり忙しくないです。お母さんはお元気ですか。） 

A:她很好，谢谢。你爸爸呢？他好吗？（元気です、ありがとうございます。あなたのお父

さんは？ お元気ですか。） 

B:他也很好。（元気です。） 

 

（2） 

A:你好！您贵姓？（こんにちは。お名前は何とおっしゃいますか。） 

B:你好，我姓王，叫王兰。你叫什么名字？（こんにちは、私は王です、王蘭です。あなた

のお名前は何ですか。） 

A:我叫刘京。他姓什么？（私は劉京と申します。彼の名前は何ですか。） 

B:他姓张。（彼は張さんです。） 

A:他是谁？（彼は誰ですか。） 

B:他是我的朋友。（私の友達です。） 

C:我介绍一下儿，我叫张林，我是王兰的朋友。（ちょっと自己紹介します。私は張林と申し

ます。王蘭さんの友人です。） 

B:这是刘京，我的同学。（こちらは劉京さん、学友です。） 

A:认识你很高兴。（お会いできて嬉しいです。） 

C:认识你我也很高兴。（こちらこそ嬉しいです。） 

 

（3） 

A,今天是几月几号？--今天是九月一号。（今日は何月何日ですか。――今日は 9月 1日です。） 

今天星期几？--今天星期二。（今日は何曜日ですか。――今日は火曜日です。） 

现在几点？--现在三点五十分。（今何時ですか。――今 3時 50分です。） 

你的生日是几月几号？--我的生日是 5 月 8 号。（あなたの誕生日は何月何日ですか。――5

月 8日です。） 

你几点去上学？--我 8 点去上学。（あなたは何時に学校へ行きますか。――8時に行きます。） 

你什么时候回宿舍？--我 6 点回宿舍。（あなたはいつ寮に帰りますか。――6時に帰ります。） 

 

B,请问，邮局在哪儿？--邮局在银行的右边。（すみません、郵便局はどこですか。――郵便

局は銀行の右側です。） 

  去清华大学怎么走？--往前走，在北京大学的旁边。（清華大学にはどう行きますか。――

まっすぐ行って、北京大学のそばです。） 

  食堂离这儿远吗？--不远，在宿舍的后边。（食堂はここから遠いですか。――遠くないで



す。寮の後ろ側です。） 

 

C,你家在哪儿？我家在东京。（あなたの家はどこですか。私の家は東京です。） 

  你住在哪儿？我住在新宿。（あなたはどこに住んでいますか。新宿に住んでいます。） 

  你住在多少号房间？我住在 101 号房间。（あなたは何号室に住んでいますか。101 号室で

す。） 

 

D,你家有几口人？--我家有四口人。（あなたの家族は何人家族ですか。4人家族です。） 

你家有什么人？--爸爸，妈妈，弟弟和我。（家族にはどなたがいますか。父、母、弟、私

です。） 

你家有谁？--有爷爷，奶奶，爸爸，妈妈。（家族にはどなたがいますか。祖父、祖母、父、

母です。） 

你有妹妹吗？--我有妹妹。（あなたは妹がいますか。います。） 

你妹妹做什么工作？--我妹妹是职员，在银行工作。（妹さんは何の仕事をなさっています

か。妹は銀行員です。） 

 

3.（2） 

A:邮局离这儿远吗？（郵便局はここから遠いですか。） 

B:不太远，就在那儿。（あまり遠くないです。あそこです。） 

A:那个邮局大不大？（その郵便局は大きいですか。） 

B:很大。你寄东西吗？（大きいです。荷物を送るのですか。） 

A:对，还买纪念邮票。（はい、それから記念切手を買います。） 

 

P101 第十一课 练习 

1， 

6.54 元—六块五毛四       10.05 元—十块零五            2.30 元—两块三 

8.20 元—八块二           42.52 元—四十二块五毛二      1.32 元—一块三毛二 

9.06 元—九块零六         57.04 元—五十七块零四        100 元—一百元/一百块 

142.92 元—一百四十二块九毛二 

 

2， 

介绍介绍商店，哪一家便宜？（お店を紹介してください。どこが安いですか。） 

看看菜单，要什么菜？（メニューを見てください。何の料理にしますか。） 

听听音乐，休息一下儿。（音楽を聴いて、少し休みましょう。） 

学习学习，明天要考试了。（勉強しましょう、明日は試験です。） 

休息休息，太累了。（少し休みましょう。とても疲れました。） 



明天是星期日，我们出去玩儿玩儿吧。（明日は日曜日です。私たち、遊びに出かけましょう。） 

 

3， 

(1)B 我姐姐不去书店了。（私の姉は書店に行かないことにしました。） 

(2)B 他明天不来上课了。（彼は明日授業に来ないことにしました。） 

(3)B 您还要别的吗？（他のが必要ですか。） 

(4)要-A，别的-B 这是两斤，还要买别的吗？（2斤です。他にもお買いになりますか。） 

 

4， 

(1)A:一瓶可乐要都少钱？（コーラ 1瓶でいくらですか。） 

   B:一瓶可乐三块五毛钱。（3元 5角です。） 

(2)A:您买什么？（何をお求めですか。） 

   B:我要买橘子。（みかんが買いたいです。） 

A:您要多少？（どのくらいですか。） 

B:我要两斤。一斤橘子多少钱？（2斤です。1斤いくらですか。） 

A:一斤橘子一块五。还要别的吗？（1斤 1.5 元です。他に何かいりますか。） 

B:不要了，谢谢！（いりません、ありがとう。） 

5 

私は中国語の本を買いたいのですが、どこに買いに行けばいいのか分かりません。今日、

王蘭さんにたずねたら、彼女は新華書店があり、そこの中国語の本はとても多いですと言

います。明日の午後、行って見てみます。 

 

P109 第十二课   练习 

1， 

（1）我想买一瓶可乐。你要几瓶可乐？（私はコーラを 1瓶買いたいです。あなたは何瓶ほ

しいですか。） 

（2）我要买两件衣服。你要几件衣服？（私は服が 2着欲しいです。あなたは何着欲しいで

すか。） 

（3）我家有五口人。你家有几口人？（私は 5人家族です。あなたは何人家族ですか。） 

（4）两个苹果要五块六毛。你要多少个苹果？（リンゴ 2個で 5.6 元です。いくつ必要です

か。） 

（5）这是六斤苹果。你要多少斤苹果？（リンゴ 6斤です。何斤必要ですか。） 

（6）那个银行有二十五个职员。这个银行有多少个职员？（あの銀行には 25 人の行員がい

ます。この銀行には何人いますか。） 

（7）这课有十七个生词。那课有几个生词？（この課には 17 個の新出単語があります。そ

の課にはいくつありますか。） 



 

2， 

（1）这种太贵了,那种便宜，我买那种。（これは高すぎ、あれは安いです。私はあれを買い

ます。） 

（2）我很忙,今天太累了,想休息休息。（大変忙しく、今日は疲れました。ちょっと休みた

いです。） 

（3）这件衣服不大也不小，你穿好看极了。（この服は大きくもなく小さくもなく、あなた

が着るととてもきれいです。） 

（4）今天不上课,我们想出去玩儿。（今日は授業がありません。私たちは遊びに出かけたい

です。） 

（5）明天星期天,我可以休息。（明日は日曜日なので、休めます。） 

 

3， 

（1）A：你要吃苹果吗？（リンゴを食べたいですか。） 

B：我不要吃苹果。（食べたくないです。） 

（2）A：星期日你想不想去玩儿？（日曜日遊びに行きたいですか。） 

B：我想去。你想不想去？（行きたいです。あなたは行きたいですか。） 

（3）A：请问，这儿能不能上网？（すみません、ここはインターネットができますか。） 

B：能，这儿是留学生楼的网吧。（できます、ここは留学生棟のインターネットカフェです。） 

（4）A：商店里人多吗？（お店には人が多いですか。） 

商店里人很多。（多いです。） 

 

4，我星期日买了一个书包，花了 5000日元。书包有大的也有小的，有便宜的也有贵的。 

我买了大的书包，有点贵。（私は日曜日に 5000 円でカバンを買いました。カバンは大きい

のも小さいのもあり、安いのも高いのもありました。私は大きいのを買い、少し高かった

です。） 

5 

A:これは張麗英さんが買ったセーターです。彼女が着るには小さすぎ、私が着るには大き

すぎます。あなたは着てみてどうですか。 

B:長くもなく短くもなく、とてもいいです。いくらですか。 

A:わかりません。あまり高くないです。 

B:麗英さんに聞きに行きましょう。 

A:今、彼女はいません。午後に行きましょう。 

 

P118 第十三课  练习 

1， 



我给你发短信了。（あなたにメールを送りました。） 

给你五块钱，请找钱。（5元出しますので、お釣りをお願いします。） 

今天比较冷，要多穿衣服。（今日はわりと寒いので、服をたくさん着なければいけません。） 

这个橘子很好吃，吃（一）点儿吧。（このみかんはおいしいです。少し食べてごらん。） 

我坐汽车去邮局买纪念邮票。（私は車で郵便局へ行き、記念切手を買います。） 

我去商店买了一件毛衣。（私はお店に行き、セーターを 1枚買いました。） 

你会说英语吗？（あなたは英語が話せますか。） 

 

2， 

（1）大卫去中国学习汉语。（大衛さんは中国に行って中国語を勉強します。） 

（2）我去王府井,不知道在哪儿坐汽车。（私は王府井に行きますが、どこでバスに乗るのか

知りません。） 

（3）往前走,就是 331 路车站。（前に行くと、331 路のバス停です。） 

（4）请问,去北京师范大学怎么走？（すみません、北京師範大学にはどう行きますか。） 

（5）我家在韩国,欢迎你来玩儿。（私の実家は韓国です。遊びに来てください。） 

 

3， 

 (1)A:你会说汉语吗？（あなたは中国語を話せますか。） 

    B:只会说一点儿。（少しだけ話せます。） 

 (2)A:一张票多少钱？（切符 1枚いくらですか。） 

    B:一张票四块钱。（4元です。） 

    A:给你十块。（10 元どうぞ。） 

    B:找你六块。（6元のお返しです。） 

 (3)A:现在晚上九点半了,他会来吗？（今、夜の九時半です。彼は来るでしょうか。） 

    B:他不会来了。（来ないでしょう。） 

4， 

（1） 山下和子是哪儿的留学生？（山下和子さんはどこの留学生ですか。） 

（2） 你有几个本子，几本书？（あなたは何冊のノートと何冊の本を持っていますか。） 

（3） 谁认识大卫的妹妹？（誰か大衛さんの妹さんを知っていますか。） 

（4） 今天晚上你做什么？（今夜あなたは何をしますか。） 

（5） 你在哪儿坐汽车？（あなたはどこで車に乗りますか。） 

（6） 她爸爸身体怎么样？（彼女のお父さんのお体の具合はいかがですか。） 

5 

私は一人の中国人の友達を知っています。彼は北京大学で学んでいます。昨日、彼に会い

に行きたいと思いました。劉京さんに北京大学にはどう行くのか聞きました。劉京さんは、

北京大学はここからとても近く、375 路のバスに乗れば行けると言いました。そこで私は



375路のバスに乗りました。 

375路のバス停はすぐ前にあります。バスが来て、車掌に北京大学に行くかどうかたずねま

した。車掌は行くと言ったので、私はとても嬉しく、バスに乗りました。 

 

P126 第十四课 练习 

1, 

(1)明天我有课,不能玩儿。（明日は授業があるので遊べません。） 

(2)听说那个电影很好,我想看看。（その映画はとても良いそうなので、見たいです。） 

(3)你会说英语吗？（あなたは英語が話せますか。） 

(4)这个本子不太好,我想换一个。（このノートはあまり良くないので、交換したいです。） 

(5)现在我要上课,请你明天再来吧。（今は私は授業があるので、明日また来てください。） 

2, 

  这个汉字我不会写,张老师说,我可以去问他。我想明天去。大卫说,张老师很忙,明天不要

去,星期天再去吧。(この漢字が私は書けません。張先生は聞きに来てもいいと仰るので、

明日行こうと思いました。大衛さんは、張先生は忙しいので、明日ではなく、日曜日に行

こうと言いました。) 

 

3, 

(1)昨天我没给你发短信。（昨日、私はあなたにメールを送っていません。） 

(2)他常常去食堂吃饭。（彼はよく食堂でご飯を食べます。） 

(3)昨天的生词很多。（昨日の新出単語は多かったです。） 

(4)昨天我没去商店，明天我去商店。（私は昨日お店に行きませんでした。明日行きます。） 

 

4, 

 (1)A:你去哪儿了？（どこに行きましたか。） 

    B:我去朋友家了。（友達の家へ行きました。） 

    A:你现在去哪儿？（今はどこに行くのですか。） 

    B:现在我回学校。（学校に戻ります。） 

 

 (2)A:我们一起走，好吗？（私たち、一緒に行きましょう。） 

    B:好。你等我一下,我去换件衣服。（いいですよ。ちょっと待っててください。着替え

てきます。） 

    A:好的。（はい。） 

    B:这件衣服怎么样？（この服はどうですか。） 

    A:很好,我们走吧。（とてもよいですね。行きましょう。） 

5 



和子さんは両替をしたいです。学校の銀行で両替できると聞いたので、行きました。銀行

員が彼女に、どの種類のお金を持っているのか、いくら両替するのかを聞き、金額と名前

を書くように言ったので、和子はすべて書きました。そして両替するとき、和子は銀行員

に言いました。「すみません、お金を持ってくるのを忘れました」 

 

P135 第十五课  练习 

1, 

这是一本新书。（これは新しい本です。） 

这是一本新本子。（これは新しいノートです。） 

这是一件新衣服。（これは新しい服です。） 

让我帮你找找。（私が手伝って探してあげましょう。） 

请你帮他拿东西。（彼にものを取ってあげてください。） 

姐姐帮妈妈做饭。（お姉さんがお母さんを手伝ってご飯を作ります。） 

我昨天交钱了。（私は昨日支払いました。） 

他明天交电话费。（彼は明日電話代を払います。） 

这是我在大学里交的朋友。（こちらは私が大学で付き合っている友人です。） 

 

2, 

(1)这张邮票是妹妹的。（この切手は妹のです。） 

(2)那一本书是新的。（あの本は新しいです。） 

(3)这个相机是大卫的。（このカメラは大衛さんのです。） 

(4)这个电影是日本的。（この映画は日本のです。） 

 

3, 

(1)我的钱用完了,我要去换钱。（私はお金を使い切ってしまったから、両替に行かなければ

ならない。） 

(2)这月的手机费,你交了吗？（今月の携帯電話代、あなたは払いましたか。） 

(3)我给玛丽打电话,没打通,明天再打。（私はマリーさんに電話しましたが、繋がらなかっ

たので、明日またかけます。） 

(4)这种真好看,我也想买。（これは本当にきれいで、私も買いたいです。） 

 

4 

 (1)A:你找什么？（何を探しているんですか。） 

    B:我找我的书。（私の本です。） 

    A:你的书是新的吗？（あなたの本は新しいものですか。） 

    B:对,是新的。（はい、新しいです。） 



 (2)A:你有纪念邮票吗？（記念切手を持っていますか。） 

    B:我没有,你有纪念邮票吗？（持っていません。あなたは持っていますか。） 

    A:有。（持っています。） 

    B:是新出的吗？（新しく出たものですか。） 

    A:对,是新出的。（はい、新しいものです。） 

 (3)A:这个照相机是谁的？（このカメラは誰のですか。） 

    B:是我的。（私のです。） 

    A:是新的吗？（新しいものですか。） 

    B:对,你看,很新。（はい、ほら、とても新しいです。） 

5 

このカメラはデビッドが新しく買ったものです。昨日北京大学の中国人の学生が二人遊び

に来て、一緒に写真を撮りました。北京大学の友達は、日曜日に遊びに行こうと誘いまし

た。彼らは北京大の東門で私たちを待ちます。私たちが行ったら、まず彼らに電話をしま

す。 

 

P139  复习三  练习 

1 

他给我本子。（彼は私にノートをくれました。） 

我送给王林一本词典。（私は王林さんに時点を 1冊送りました。） 

他找给我八块钱。（彼は私に 8元のおつりをくれました。） 

老师给大卫一张纪念邮票。（先生は大衛さんに記念切手を 1枚あげました。） 

妈妈给我一个苹果。（母は私にリンゴを 1個くれました。） 

2 

(1)这本书生词多吗？――这本书生词不多。 

(2)你的词典是新的吗？那本书是谁的？――我的词典不是新的。那本书是玛丽的。 

(3)我会说汉语。我会写汉字。 

3 

(1)买东西 

你要买什么?-我要买八毛的邮票。 

要几张?-要两张。 

还要别的吗?-不要了,谢谢。 

请先交钱-好的,给你十块。 

找你八块四毛。 

请数一数。 

 

请问,有苹果吗?-有。 



一斤多少钱?-一斤两块五 

在这儿交钱吗?-是的，就在这儿交钱。 

给你钱。 

(2)  

请问,这路车到天安门吗?-到,上车吧。 

一张票多少钱?-一块钱。 

买三张票。 

请问,到天安门还有几站?-四站。 

谢谢。-不客气。 

 

请问,去语言大学,要换车吗?-要换车。 

在哪儿换车?-北京师范大学。 

换几路车?-换 726 路。 

一张票多少钱?-两块。 

谢谢。-不谢。 

 

我去王府井,一张票多少钱?-在哪儿上的? 

在天安门上的。-在哪儿下车? 

在北京师范大学下车。-一块钱。 

给你钱。 

 

(3)换钱 

这儿能换钱吗?-能。您带的什么钱? 

美元。-换多少? 

一美元能换多少人民币?-八块二毛一。 

我换 500 美元。-请写一下钱数和名字。 

好。这样写,对不对?-对,给您钱,请数一数。 

谢谢。 

 

四 

 

P146 第 16課 練習 

1(1)听说中国的杂技很有意思,我还没看过呢。 

(2)昨天我去看电影了。这个电影很好。 

(3)他不在,他去出差了。 

(4)你看过这本书吗?听说很好。 



(5)你喝没喝过这种酒?这种酒不太好喝。 

2(1)你来过中国吗?来中国以后去过什么地方? 

    我来过中国。去过北京、上海。 

(2)来中国以后你给家里打过电话吗? 

   我还没给家里打过电话呢。 

(3)昨天晚上你做什么了?你看电视了吗? 

   昨天晚上我去朋友家玩儿了。我没看电视。 

(4)你常听录音吗?昨天听录音了没有? 

   我常听录音。昨天我也听了。 

3(1)我没找到那个本子。(对) 

   我没找到那个本子了。(错) 

(2)你看过没有京剧?(错) 

   你看过京剧没有?(对) 

(3)玛丽不去过那个书店。(错) 

   玛丽没去过那个书店。(对) 

(4)我还没吃过午饭呢。(错) 

   我还没吃午饭呢。(对) 

4(1)我找到那个本子了。 

    我没找到那个本子。 

(2)我看过京剧。 

   我没看过京剧。 

(3)他学过这个汉字。 

   他没学过这个汉字。 

(4)我吃过这种菜。 

   我没吃过这种菜。 

(5)玛丽去过那个书店。 

   玛丽没去过那个书店。 

5 

これまで私は中国の雑技を観たことがありませんでした。昨日の夜、見に行きました。中

国の雑技はとても面白く、これからも観たいと思います。 

私は中華料理も食べたことがありません。王さんは中華料理を作れると言い、土曜日に食

べに誘いました。 

 

P155 第 17課 練習 

1 坐地铁-我每天坐地铁去上学。 

  划船-周末我们去公园看看花、划划船，多好啊! 



  骑自行车-我们骑自行车去吧。 

  演节目-明天的晚会,我们用汉语演节目。 

  拿东西-请你帮我拿一下儿东西,好吗? 

  换车-去北京大学要换车吗? 

  穿衣服-天冷了,出去要多穿衣服。 

  打电话-我昨天给玛丽打电话了,没打通。 

2(1)你去北海公园还是去动物园? 

(2)你看电影还是看杂技? 

(3)你坐汽车去还是骑自行车去? 

(4)你去机场还是他去机场? 

(5)你今年回国还是明年回国? 

3(1)大卫说:“你出来吧。” 

    玛丽说：“你进来吧。” 

(2)A:我下去。(最高处的人) 

   B:你快上来。(中间的人) 

   C:好,我马上上去。(最下边的人) 

4 

王蘭さんは、私たちの学校から遠くないところに果樹園があると教えてくれました。その

果樹園は果物がとても多く、見ることもでき、食べることもでき、買えることもできます。

行ってみるべきです。 

私たちは日曜日に行きたいと思っています。自転車で行きます。 

 

P163 第 18課 練習 

1 例:现在是十月，你应该买毛衣了。 

     天气(快)要冷了,你应该买毛衣了。 

(1)八点上课,现在七点五十了，我们快走吧。 

快要／要/就要/上课了,我们快走吧。 

(2)你再等等,他很快就来。 

你再等等,他快要／就要来了。 

(3)李成日明天回国，我们去看看他吧。 

李成日明天就要/要回国了,我们去看看他吧。 

(4)饭很快就做好,你们再这儿吃饭吧。 

饭快要/就要做好了,你们在这儿吃饭吧。 

2(1)A:这种橘子真好吃,(是)在哪儿买的? 

    B:是在旁边的商店买的。 

(2)A:你给玛丽打电话了吗? 



   B:打了。我是昨天晚上打的。 

   A:她知道开车的时间了吗? 

   B:她昨天上午就知道了。 

   A:是谁告诉她的? 

   B:是刘京告诉她的。 

3(1)你从哪儿来的?你是怎么来的? 

    我从日本东京来的。我是坐飞机来的。 

(2)你为什么来中国? 

   我想来中国学汉语。 

4 

私はフランスから来ました。飛行機で来たのです。北京語言大学で中国語を学んでいます。

フランスでは中国語を学んだことがなく、中国語を話せないし、漢字も書けませんでした。

今は少し話せます。とても嬉しいです。先生に感謝しなければなりません。 

 

P171 第 19課 練習 

1 接-我去机场接你。 

  送-我送你去饭店。 

  给-这是他给你的礼物。 

  收-你收到他给你的信了吗? 

  换-听说,饭店里可以换钱。 

2 (1)我坐过两次 11路汽车。 

(2)她去过三次上海。/她去过上海三次。 

(3)动物园我去过两次。 

(4)我哥哥的孩子吃过一次烤鸭。 

(5)你帮我拿一下儿。 

3 例:我没休息。(天)-我一天也没休息。 

(1)今天我没喝啤酒。(瓶)-今天我一瓶啤酒也没喝过。 

(2)我没去过动物园。(次)-我一次动物园也没去过。/动物园我一次也没去过。 

(3)在北京他没骑过自行车。(次)-在北京他一次也没骑过自行车。 

(4)今天我没带钱。(分)-今天我一分钱也没带。 

(5)他不认识汉字。(个)-他一个汉字也不认识。 

4(1)你来过中国吗?现在是第几次来? 

    我来过中国。现在是第三次来。 

(2)这本书有多少课?现在是第几课? 

   这本书有 20 课。现在是第 19 课。 

(3)你一天上几节课?现在是第几节课? 



   我一天上四节课。现在是第二节课。 

(4)你们宿舍楼有几层?你住在几层? 

   我们宿舍楼有六层。我住在三层。 

5(1)王:您好!李先生。我是王兰,公司的翻译。 

    李:谢谢您来接我。 

    王:别客气,路上辛苦了。 

    李:一点儿也不累,很顺利。 

    王:车在外边,我送你去宾馆。 

    李:好,麻烦您了。 

    王:今天您先好好儿休息。明天我带您去工厂参观,晚上我们在北京饭店请您吃饭。 

   李:您太客气了,真不好意思。 

   王:明天早上八点我来接您。 

   李:真不好意思,那拜托您了。 

(2)王:对不起,我想问一下儿,从北京来的 T40 次列车怎么还没到呢? 

   站员:火车晚点了。 

   王:那什么时候能到? 

   站员:大概晚点半个小时。 

   王:是吗?我知道了,谢谢您。 

   站员:不客气。 

6 

この前の金曜日に大同へ行きました。汽車で行き、今朝帰ってきました。初めて大同に行

きましたが、とても好きになりました。 

北京から大同は近く、汽車で大体 7 時間かかります。今行けば、寒くもなく暑くもないで

す。来週あなたも行きましょう。 

 

P182 第 20課 練習 

1 我每天早上起得很早。 

  我们在中国生活得很愉快。 

  我昨天休息得不太好。 

  他走路走得很快。 

  今天很冷,我穿得很多。 

  电影还没开演,他来得不晚。 

  周末我们去北海公园玩儿了，我们玩儿得很高兴。 

  今天晚上的京剧演得好极了。 

  他写汉字写得不太慢。 

2(1)他洗衣服洗得很干净。 



(2)我姐姐做鱼做得很好吃。 

(3)小王开汽车开得不太好。 

(4)他划船划得不好。 

3(1)A:你喜欢吃鱼吗?这鱼做得怎么样? 

    B:这鱼做得很好吃。 

(2)A:今天的京剧演得好吗? 

   B:今天的京剧演得很好。 

(3)A:昨天晚上你几点睡的? 

   B:十二点。 

   A:你睡得太晚了。你早上起得也很晚吧? 

   B:不,我早上起得很早。 

4   王兰、和子都在语言大学学习，她们是好朋友,像姐姐、妹妹一样。上星期我跟她们一起

去北海公园玩儿，我给她们照相，照得很多，都照得很好。那天我们玩儿得很愉快。 

5(1)我每天早上起得很早,七点起床。八点去教室上课。晚上睡得很晚,十二点睡觉。 

 (2)我在这儿学汉语,学得不错,生活得也很愉快。 

6 

昨日私は子供たちと舟を漕ぎに行きました。子供たちは舟を漕ぐのが好きで、とても上手

です。私は舟でとても楽しくなり、子供のように遊びました。この日は本当に面白く過ご

しました。 

 

P188 復習 三、練習 

1(1)你带来词典了吗?-带来了。 

(2)你妈妈寄来信了吗?-还没寄来呢。 

(3)昨天下午你出去了吗?-出去了。 

(4)他买来橘子了吗?-买来了。 

2(1)你是从哪儿来中国的?你是怎么来的? 

    我是从日本来中国的。我是坐飞机来的。 

(2)你在哪儿上课?你骑自行车去上课吗? 

   我在三号楼上课。我骑自行车去上课。 

(3)你常常看电影还是常常看电视? 

   我常常看电视。 

(4)你们学校中国学生多还是外国留学生多? 

   我们学校中国学生多。 

(5)你去过长城吗?你玩儿得高兴不高兴?你照相了吗?照得怎么样? 

   我去过长城。玩儿得很高兴。照了很多相,照得很好。 

3(2)欢迎您!您路上辛苦了。 



    一点儿也不累。谢谢您来接我。 

    别客气。路上顺利吗? 

    很顺利。您什么时候到的。等很久了吧? 

    没关系。车在外边,我送您去饭店。 

    谢谢!麻烦您了。 

(3)这个菜做得怎么样? 

   很好吃。 

   那就别客气,多吃点儿。 

   好,谢谢。 

   你喜欢什么酒? 

   我喜欢啤酒。 

   这种啤酒很好喝。多喝点儿。为我们大家的健康干杯! 

   干杯! 

   再吃点儿吧。 

   谢谢,我吃饱了。 

3(2)A:我最喜欢熊猫。 

    B:我也喜欢熊猫。 

    A:我们去动物园吧。 

    B:好极了!下午就去。 

 


