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1 代詞／代名詞 001

那 
nà

【代】それ、あれ、 
その、あの 

nàge 
那个（それ） 
nà wèi 
那位（あの方）

那儿 
nàr

【代】あそこ、そこ 
zài nàr 
在那儿（あそこに、あそこで） 
qù nàr 
去那儿（あそこへ行く）

你 
nǐ

【代】あなた、きみ、
おまえ 

nǐ yīfu 
你衣服（あなたの服） 
nǐ hǎo 
你好（こんにちは）

他 
tā

【代】彼 
tā bù lái 
他不来（彼は来ない） 
tā de chē 
他的车（彼の車）

她 
tā

【代】彼女 
tā érzi 
她儿子（彼女の子） 
tā péngyou 
她朋友（彼女の友だち）

我 
wǒ

【代】わたし、おれ 
wǒ jiā 
我家（私の家） 
wǒ de shū 
我的书（私の本）

我们 
wǒmen

【代】わたしたち 
wǒmen qù 
我们去（私たちが行く） 
wǒmen lǎoshī 
我们老师（私たちの先生）

这 
zhè

【代】これ、この 
zhè běn shū 
这本书（この本） 
zhèli 
这里（ここ）

这儿 
zhèr

【代】ここ、こちら
zài zhèr 
在这儿（ここにいる） 
zhèr méiyǒu 
这儿没有（ここにはない）

19

代
詞
／
代
名
詞

1

10.25 111

練習 ：（　　）の中に入る適切な単語を、下のＡ～Ｄから 1 つ選びなさい

1
            shì shuí de zhàopiàn?

（　　）是 谁 的  照片？  あれは誰の写真ですか？

A. 哪 B. 什么 C. 那儿 D. 那

2
             shì shuí?

（　　）是 谁？   彼は誰ですか？

A. 他 B. 谁 C. 我 D. 她

3
            zhù zài  nǎr?

（　　）住 在 哪儿？  あなたはどこに住んでいるのですか？

A. 你 B. 我 C. 谁 D. 他

4
Cèsuǒ zài
厕所 在（　　）。  トイレはあそこにあります。

A. 那 B. 哪 C. 哪儿 D. 那儿

5
Wǒ zài
我 在（　　）。   私はここにいます。

A. 我们 B. 怎么样 C. 这 D. 这儿

6
             hěn xiǎng xué Fǎyǔ.

（　　）很   想   学 法语。  私はフランス語を勉強したいです。

A. 她 B. 我 C. 这 D. 我们

7
             zài Rìběn gōngzuò.

（　　）在 日本  工作。  彼女は日本で働いています。

A. 她 B. 我们 C. 我 D. 这儿

8
           píngguǒ hěn hǎochī.

（　　）苹果  很  好吃。  このリンゴはとても美味しい。

A. 我们 B. 怎么样 C. 这 D. 这儿

9
           xuéxiào hěn yuǎn.

（　　）学校  很   远。  私たちの学校は遠いです。

A. 我们 B. 怎么样 C. 这 D. 这儿
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爱人★ 
àiren

【名】夫、妻、 
配偶者 

tā àiren 
他爱人（彼の妻） 
tā àiren 
她爱人（彼女の夫）

爸爸 
bàba

【名】お父さん、 
父

wǒ bàba 
我爸爸（私のお父さん） 
bàba jiā 
爸爸家（父の家）

棒球★ 
bàngqiú

【名】野球、 
ベースボール

dǎ bàngqiú 
打棒球（野球をする） 
bàngqiú bǐsài 
棒球比赛（野球の試合）

北京 
Běijīng

【名】北京 
běijīngcài 
北京菜（北京料理） 
Běijīngrén 
北京人（北京の人）

杯子 
bēizi

【名】コップ 
kāfēi bēizi 
咖啡杯子（コーヒーカップ） 
jiǔbēizi 
酒杯子（グラス、杯）

本子★ 
běnzi

【名】ノート、帳面 
Hànyǔ běnzi 
汉语本子（中国語のノート） 
méi běnzi 
没本子（ノートが無い）

表★ 
biǎo

【名】時計
shǒubiǎo 
手表（腕時計） 
gāojí biǎo 
高级表（高級時計）

菜 
cài

【名】料理、野菜 
chǎocài 
炒菜（野菜を炒める） 
sìchuāncài 
四川菜（四川料理）

厕所★ 
cèsuǒ

【名】便所、トイレ 
gōnggòng cèsuǒ 
公共厕所（公共トイレ） 
shàng cèsuǒ 
上厕所（トイレに行く）

茶 
chá

【名】お茶 
hē chá 
喝茶（お茶を飲む） 
hóngchá 
红茶（紅茶）

解答 ：代名詞 1.D  2.A  3.A  4.D  5.D  6.B  7.A  8.C  9.A

名詞① 002
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1

Wǒmen  qù dǎ                le.
我们　 去 打（　　）了。  私たちは野球をしに行きました。

A. 棒球 B. 杯子 C. 出租车 D. 水

2
Wǒ             jīnnián wǔshísān suì le.
我（　　）今年     53    岁 了。  父は今年 53 歳です。

A. 爸爸 B. 杯子 C. 电脑 D. 电影

3
Tā shì wǒmen lǎoshi de              
他 是  我们 老师  的（　　）。  彼は私たちの先生の夫（配偶者）です。

A. 爸爸 B. 姐姐 C. 电脑 D. 爱人

4
Wǒ de               dà.
我 的（　　）大。  私のコップは大きいです。

A. 出租车 B. 茶 C. 电视 D. 杯子

5
Nǐ  de               zài  nǎr?
你 的（　　）在 哪儿 ?  あなたのノートはどこですか？

A. 书 B. 茶 C. 本子 D. 杯子

6
Tā de              huài le.
他 的（　　）坏 了。  彼の時計が壊れた。

A. 表 B. 东西 C. 电脑 D. 电视

7
            yǒu hěn duō  dàxué.

（　　）有 很  多  大学。  北京には大学がいっぱいある。

A. 北京 B. 出租车 C. 电脑 D. 电视

8
Rìběn             bǐ zhōngguó            guì.
日本（　　）比   中国  （　　）贵。  日本茶は中国茶よりも高額である。

A. 菜 B. 茶 C. 东西 D. 电影

9
Fǎguó             hěn hǎochī.
法国（　　）很  好吃。  フランス料理はとても美味しい。

A. 爸爸 B. 杯子 C. 菜 D. 茶

10
             zài  nǎr?

（　　）在 哪儿 ?   トイレはどこですか？

A. 爸爸 B. 杯子 C. 厕所 D. 茶
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解答 ：名詞 1.A  2.A  3.D  4.D  5.C  6.A  7.A  8.B  9.C  10.C

名詞② 003

车★ 
chē

【名】車、車両 
shàng chē 
上车（車に乗る） 
mǎchē 
马车（馬車）

车站★ 
chēzhàn

【名】駅、停留所 
qù chēzhàn 
去车站（駅に行く） 
chēzhàn yuǎn 
车站远（駅が遠い）

出租车 
chūzūchē

【名】タクシー 
jiào chūzūchē 
叫出租车（タクシーを呼ぶ） 
zuò chūzūchē 
坐出租车（タクシーに乗る）

窗户★ 
chuānghu

【名】窓 
dǎkāi chuānghu 
打开窗户（窓を開ける） 
guānshang chuānghu 
关上窗户（窓を閉める）

床★ 
chuáng

【名】ベッド 
dānrén chuáng 
单人床（シングルベッド） 
shuāngrén chuáng 
双人床（ダブルベッド）

春节★ 
chūnjié

【名】旧正月、春節
guò Chūnjié 
过春节（正月を迎える） 
Chūnjié kuàilè 
春节快乐（新年おめでとう）

词典★ 
cídiǎn

【名】辞典、辞書  
Yīngyǔ cídiǎn 
英语词典（英語の辞書） 
chá cídiǎn 
查词典（辞書を引く）

大学★ 
dàxué

【名】大学、総合大学 
dàxué túshūguǎn 
大学图书馆（大学の図書館） 
shàng dàxué 
上大学（大学に通う）

大夫★ 
dàifu

【名】医者
Zhāng dàifu 
张大夫（張医師） 
yīyuàn dàifu 
医院大夫（病院の医者）

电车★ 
diànchē

【名】電車
zuò diànchē 
坐电车（電車に乗る） 
diànchē piào 
电车票（電車の切符）
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11

             dǎkāi  le.
（　　）打开 了。  窓を開けた。

A. 出租车 B. 电视 C. 电影 D. 窗户

12
Qǐng jiào
请   叫（　　）。   タクシーを呼んでください。

A. 出租车 B. 电视 C. 电影 D. 爸爸

13
Tā zài             shang shuìjiào.
他 在（　　）上    睡觉。  彼はベッドで寝る。

A. 出租车 B. 床 C. 电影 D. 爸爸

14
Wǒ yào xià
我  要  下（　）。  私は降車します。

A. 车 B. 电视 C. 电影 D. 爸爸

15
Zhù nǐ               kuàilè!
 祝 你（　　）快乐！  春節おめでとうございます。

A. 车 B. 生活 C. 春节 D. 爸爸

16
Wǒ méiyǒu Hànyǔ
我   没有  汉语（　　）。  私は中国語の辞書を持っていません。

A. 车 B. 妹妹 C. 词典 D. 爸爸

17
Wǒ mèimei zài Běijīng shàng 
我   妹妹  在  北京  上（　　）。  私の妹は北京の大学に通っている。

A. 出租车 B. 大学 C. 电视 D. 车

18
Tā māma shì wǒmen dàxué yīyuàn de    
他 妈妈  是  我们  大学  医院  的（　　）。

彼のお母さんは私たちの大学病院のお医者
さんです。

A. 大夫 B. 大学 C. 学校 D. 老师

19
Wǒ měi tiān zuò               qù xuéxiào.
我   每 天  坐（　　）去  学校。  私は毎日電車で学校に行きます。

A. 出租车 B. 大学 C. 电车 D. 车

20
Tā qù                le.
他 去（　　）了。  彼は駅に行った。

A. 图书馆 B. 大学 C. 饭馆 D. 车站
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2
点心★ 
diǎnxin

【名】お菓子
chī diǎnxin 
吃点心（お菓子を食べる） 
mǎi diǎnxin 
买点心（お菓子を買う）

电话★ 
diànhuà

【名】電話
dǎ diànhuà 
打电话（電話をする） 
diànhuà hàomǎ 
电话号码（電話番号）

电脑 
diànnǎo

【名】パソコン、 
コンピュータ

mǎi diànnǎo 
买电脑（パソコンを買う） 
xīn diànnǎo 
新电脑（新しいパソコン）

电视 
diànshì

【名】テレビ
kàn diànshì 
看电视（テレビを見る） 
diànshì jiémù 
电视节目（テレビ番組）

电影 
diànyǐng

【名】映画
kàn diànyǐng 
看电影（映画を見る） 
zhōngguó diànyǐng 
中国电影（中国映画）

东西 
dōngxi

【名】もの、物品、 
荷物

mǎi dōngxi 
买东西（買い物） 
chī dōngxi 
吃东西（ものを食べる）

儿子 
érzi

【名】息子
dà érzi 
大儿子（長男） 
sān ge érzi 
三个儿子（三人の息子）

饭★ 
fàn

【名】ご飯
chīfàn 
吃饭（ご飯を食べる） 
zuò fàn 
做饭（ご飯を作る）

饭店★ 
fàndiàn

【名】ホテル、 
レストラン

zhù fàndiàn 
住饭店（ホテルに泊まる） 
dìng fàndiàn 
订饭店（レストランを予約する）

饭馆 
fànguǎn

【名】飲食店、食堂、 
レストラン 

yì jiā fànguǎn 
一家饭馆（1軒のレストラン） 
kāi fànguǎn 
开饭馆（レストランを開く）

解答 ：名詞 11.D  12.A  13.B  14.A  15.C  16.C  17.B  18.A  19.C  20.D

名詞③ 004
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21

zhège              hěn hǎokàn.
这个（　　）很  好看。  この映画はとても面白い。

A. 菜电 B. 电影 C. 电脑 D. 东西

22
Wǒ bù xǐhuan kàn
我 不  喜欢  看（　　）。  私はテレビを見るのが嫌いです。

A. 电脑 B. 东西 C. 电视 D. 电影

23
Wǒ de               bù duō.
我 的（　　）不 多。  わたしの持っているものは多くはありません。

A. 电影 B. 杯子 C. 东西 D. 爸爸

24
Wǒ yéye bú huì yòng
我 爷爷 不 会 用（　　）。  私のおじいさんはパソコンを使えません。

A. 电视 B. 电影 C. 东西 D. 电脑

25
Tā de                yǐjīng shàng dàxué  le.
她 的（　　）已经  上  大学 了。  彼女の息子はもう大学に入りました。

A. 东西 B. 狗 C. 儿子 D. 家

26
Xiàwǔ wǒ gěi nǐ  dǎ 
下午  我 给 你 打（　　）。  午後私はあなたに電話をする。

A. 东西 B. 狗 C. 儿子 D. 电话

27
Wǒ mǎile  yìdiǎnr 
我  买了 一点儿（　　）。  私は少しお菓子を買った。

A. 东西 B. 点心 C. 水果 D. 衣服

28
xuéxiào fùjìn  yǒu jiā                 wǒmen qù   nàr  chīfàn ba.
学校  附近 有 家（　　）， 我们 去 那儿吃饭 吧。 

学校の近くにレストランがあるから、そこ
で食事にしましょう。

A. 飞机 B. 饭馆 C. 工作 D. 后面

29
Nǐ  chī  zǎo              le  ma?
你  吃  早（　　）了 吗？  あなたは朝ご飯を食べましたか？

A. 饭 B. 水果 C. 饺子 D. 衣服

30
Nǐ zài  nǎge               zhù?
你 在 哪个（　　）住？  あなたはどのホテルに泊まってますか。

A. 车站 B. 学校 C. 饺子 D. 饭店


