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A1 これは何ですか？  

1. 饭 fàn ご飯 

2. 水 shuǐ 水 

3. 茶 chá お茶 

4. 纸 zhǐ 紙 

5. 书 shū 本 

6. 字 zì 文字 

7. 笔 bǐ ペン 

8. 歌 gē 歌 

9. 钱 qián お金 

10. 话 huà 話 

 

 

A2 何をしますか？ 

11. 看 kàn 見る 

12. 听 tīng 聞く 

13. 写 xiě 書く 

14. 哭 kū なく 

15. 笑 xiào 笑う 

16. 吃 chī 食べる 

17. 喝 hē 飲む 

18. 来 lái 来る 

19. 去 qù 行く 

20. 打 dǎ うつ 

21. 说 shuō 話す 

22. 用 yòng 使う 

 

 

A3 何を食べますか？ 

23. 水果 shuǐguǒ 果物 

24. 葡萄 pútao  ぶどう 

25. 苹果 píngguǒ リンゴ 

26. 香蕉 xiāngjiāo バナナ 

27. 草莓 cǎoméi  イチゴ 

28. 凤梨 fènglí  パイナップル 

   (主に台湾で使用) 

29. 菠萝 bōluó  パイナップル 

30. 橘子 júzi  みかん 

31. 西瓜 xīguā  すいか 

 

 

A4何を飲みますか？ 

32. 果汁 guǒzhī  ジュース 

33. 葡萄汁 pútáozhī グレープジュース 

34. 苹果汁 píngguǒzhī リンゴジュース 

35. 草莓汁 cǎoméizhī いちごジュース 

36. 凤梨汁 fènglízhī パイナップルジュース 

37. 橘子汁 júzizhī ミカンジュース 

38. 橙汁 chéngzhī オレンジジュース 

39. 茶 chá  お茶 

40. 绿茶 lǜchá  緑茶 

41. 红茶 hóngchá 紅茶 

42. 茉莉花茶 mòlihuācháジャスミン茶 

43. 乌龙茶 wūlóngchá ウーロン茶 

 

 

A5私は～です 

44. 学生 xuésheng 学生 

45. 老板 lǎobǎn  店主 

46. 厂长 chǎngzhǎng 工場長 

47. 经理 jīnglǐ  社長 
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48. 厨师 chúshī  シェフ 

49. 律师 lǜshī  弁護士 

50. 会计 kuàijì  会計 

51. 秘书 mìshū  秘書 

52. 司机 shījī  運転手 

53. 服务员 fúwùyuán 店員 

54. 老师 lǎoshī  先生 

55. 同事 tóngshì  同僚 

56. 同学 tóngxué 同級生 

57. 朋友 péngyou 友達 

 

 

A6 どうですか？  

58. 好 hǎo  よい 

59. 对 duì  正しい 

60. 高 gāo  高さがたかい 

61. 小 xiǎo  小さい 

62. 大 dà  大きい 

63. 难 nán  難しい 

64. 新 xīn  新しい 

65. 贵 guì  値段が高い 

66. 很好 hěn hǎo よい 

67. 不对 bú duì  正しくない 

68. 不好 bù hǎo  よくない 

69. 很大 hěn dà  大きい 

70. 不大 bú dà  大きくない 

71. 很难 hěn nán 難しい 

72. 不难 bù nán  難しくない 

73. 很贵 hěn guì 値段が高い 

74. 不贵 bú guì  値段が高くない 

 

 
A7聞いてみましょう 

75. 好不好 hǎobuhǎo いいですか？ 

76. 要不要 yàobuyào いりますか？ 

77. 吃不吃 chībuchī 食べますか？ 

78. 喝不喝 hēbuhē 飲みますか？ 

79. 想不想 xiǎngbuxiǎngしたいですか？ 

80. 会不会 huìbuhuì できますか？ 

81. 去不去 qùbuqù 行きますか？ 

82. 来不来 láibulái 来ますか？ 

83. 懂不懂 dǒngbudǒng 分かりますか？ 

84. 说不说 shuōbushuō 言いますか？ 

85. 能不能 néngbunéng してもいいですか？ 

   (してもらえますか？) 

86. 有没有 yǒumeiyǒu  ありますか？ 

87. 喜欢不喜欢 xǐhuānbuxǐhuān 好きですか？ 

88. 可以不可以 kěyǐbukěyǐしてもいいですか？ 

 

 

A8どこにいますか？  

89. 教室 jiàoshì  教室 

90. 办公室 bàngōngshì 事務室 

91. 咖啡厅 kāfēitīng カフェ 

92. 餐厅 cāntīng  レストラン 

93. 银行 yínháng  銀行 

94. 邮局 yóujú  郵便局 

95. 快餐店 kuàicāndiàn ファストフード店 

96. 食堂 shítáng  食堂 

97. 工厂 gōngchǎng 工場 

98. 公司 gōngsī  会社 

99. 便利店 biànlìdiàn コンビニエンスストア 

100. 超市 chāoshì スーパーマーケット 


