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質問⽂

UNIT 04 これ何︖

那是能吃的还是不能吃的？

从什么时候开始有的？

一般谁用？

那是什么时候用的？

是什么颜色？

是什么形状？

比这个大吗？

硬不硬？

有什么功能？

除了这些功能以外，还有别的功能吗？

价格呢？

这个房间里有吗 ?

你猜猜这是什么东西？

你猜对了。

你猜错了。/你回答得不对。

1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

14 □□□

それは食べられるものですか、それとも食べ
られないものですか。
いつからありましたか。

ふつう誰が使いますか。

それはいつ使うものですか。

どんな色ですか。

どんな形ですか。

これより大きいですか。

硬いですか。

どんな機能がありますか。

この機能以外に別の機能もありますか。

価格はどうですか。

この部屋にありますか。

これが何か当ててみて。

正解です。

不正解です。

タスク
1. 分からない漢字のピンインを調べて中国語の下に書き込んでみよう。
2. 繰り返し中国語を読んでみよう。
3. 上記を参考に 2人で会話を練習してみよう。
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語法ポイント

不能吃的。

上世纪 80 年代发明的。

大家都用。

每天都会用到，

　它离不开我们的生活。

有各种各样的颜色。

方形的。

跟这个差不多。

非常硬。

能听音乐、拍照、看视频、玩儿游戏。

还能发电子邮件。

价格在一万日元到十万日元左右。

当然有，我随身携带。

应该是手机吧。/游戏机！

食べることはできません。

前世紀の 80年代に発明されました。

みんな使います。

毎日使います、

私たちの生活にはなくてはならないものです。

色々な色があります。

四角です。

これと同じぐらいです。（筆箱を指して）

非常に硬いです。

音楽を聞いたり、写真を撮ったり、映像を観
たり、ゲームをしたりできます。
さらにメールを送ることもできます。

価格は 1万～ 10万ぐらいです。

当然あります、肌身離さず持っています。

携帯電話でしょう。／ゲーム機！

①答错　　  結果補語　動詞＋動作の結果
②离不   可能補語　想起来「思い出す」→  想得起来「思い出すことができる」
　　　　　　　　　　　　　　　　   想不起来「思い出すことができない」

回答⽂
1 □□□

2□□□

3□□□

4□□□

5□□□

6□□□

7□□□

8□□□

9□□□

10 □□□

11 □□□

12 □□□

13 □□□

一般 yìbān（普通）颜色 yánsè（色）形状 xíngzhuàng（形）功能 gōngnéng（機能）价格 jiàgé（価格）猜 cāi（当

てる）离不开 líbukāi（離れられない）各种各样 gèzhǒng gèyàng（種々様々である）方形 fāngxíng（方形）差

不多 chàbuduō（あまり差がない）视频 shìpín（映像）随身携带 suíshēn xiédài（身につける）

新出単語



表現のポイント

形状1

⾊2

那是什么形状的？ 圆形   /   正方形   /   长方形   

三角形   /   月牙形   /   星形

环形   /   心形

yuánxíng    zhèngfāngxíng    chángfāngxíng Nà shì shénme xíngzhuàng de?

比这个淡一点。/浓一点。

是什么颜色？ 红色  /  蓝色  /   黄色

hóngsè        lánsè         huángsèShì shénme yánsè?

Bǐ zhèige dàn yìdiǎn. / nóng yìdiǎn.

価格4

这是免费的。

这个贵不贵？ 一个三千五百日元。

Yí ge sānqiān wǔbǎi rìyuán.Zhèige guì bu guì?

Zhè shì miǎnfèi de.

サイズ3

跟这个大小差不多一样。

比这个大吗？ 比这个小一点。/大一点。

Bǐ zhèige xiǎo yìdiǎn. / dà yìdiǎn.Bǐ zhège dà ma?

Gēn zhèige dàxiǎo chàbuduō yíyàng.

跟这个颜色一样。

Gēn zhèige yánsè yíyàng.

sānjiǎoxíng       yuèyáxíng         xīngxíng

huánxíng       xīnxíng

不算贵。

bú suàn guì.



　　这个是上世纪 80 年代发明的。除了小孩子和老年人以外大家都

有。现在我们的生活已经离不开这样东西了。最初它的价格非常贵，

现在比以前便宜得多。这个本来的功能以外，能听音乐、拍照、看视

频、玩儿游戏。 你们猜猜这个是什么？

スピーチ

　これは 1980 年代に発明されたものです。子供と老人を除いてみんな持っています。
今や私たちの生活にはなくてはならないものになりました。最初は価格が非常に高かっ
たのですが、今は以前に比べるとずっと安くなりました。これは元々の機能以外に、
音楽を聴いたり、写真を撮ったり、テレビを観たり、ゲームをしたりすることができ
ます。これが何か当ててみて？

     Zhèige shì shàng shìjì bāshí niándài fāmíng de. Chúle xiǎoháizi hé  
lǎoniánrén yǐwài dàjiā dōu yǒu. Xiànzài wǒmen de shēnghuó yǐjīng 
líbukāi zhèyàng dōngxi le. Zuìchū tā de jiàgé fēicháng guì, xiànzài bǐ 
yǐqián piányi deduō . Zhèige běnlái de gōngnéng yǐwài, néng tīng yīnyuè、 
pāizhào、 kàn shìpín、 wánr yóuxì. Nǐmen cāicai zhèige shì shénme?

タスク
1. スピーチのサンプルをしっかりと音読しよう。
2. スピーチのサンプルを参考に趣味について書いてみよう。
3. この課の終了時に作成したスピーチ原稿を読み、動画を撮影しよう。



練習してみよう

中国人 (A) と日本人 (B) の会話を聞き取ってみよう

A: 这是什么时候用的？

B:（①　　　　）都会用到。

A: 是能吃的还是不能吃的？

B:（②　　　　）

A: 是什么颜色？

B: 有（③　　　　）颜色。

A: 有什么功能？

B: 可以帮助管理（④　　　　）。

A: 是（⑤　　　　）吗？

B: 你猜对了！

1

2 人が話題にしているものがなにか話し合ってみよう2



1. 它在哪里看得到？　

2. 有什么颜色的？

3. 怎么用它？

4. 价格贵不贵？

5. 你猜猜他说的交通工具是什么？　

音声を聞き取って次の質問に中国語で答えみよう３


