
構文 中国語 日本語
wǒqù
我去。
tātīng
他聽。
nǐlái
你來。
wǒbùxiě
我不寫。
nǐbùzǒu
你不走。
tābùshuō。
她不說。
wǒmenxuéxízhōngwén。
我們學習中文。
tāmenkàndiànyǐng。
他們看電影。
nǐchīfàn。
你吃飯。
wǒshìrìběnrén。
我是日本人。
nǐshìtàiguórén。
你是泰國人。
tāmenshìlǎoshī。
他們是老師。
wǒbùshìliúxuésheng。
我不是留學生。
tāmenbùshìyīshēng。
他們不是醫生。
tābùshìyīngguórén。
她不是英國人。

A＋是＋B
「AはBです」

私は日本人です。

あなたはタイ人です。

彼らは先生です。

5

A＋不是＋B
「AはBではありません」

私は留学生じゃありません。

彼らは医者じゃありません。
UNIT
19 彼女はイギリス人じゃありません。

主語＋動詞＋目的語

私たちは中国語を勉強します。

彼らは映画を見ます。
UNIT
17 あなたはご飯を食べます。

2

UNIT
16

中国語重要構文1（繁体字）

4

UNIT
18

主語＋述語
「人は～します」

私は行きます。

彼は聞きます。

あなたは来ます。

1

UNIT
15

主語＋不＋動詞
「人は～しません」

私は書きません。

あなたは行きません。

彼女は言いません。

3



構文 中国語 日本語
nǐchōuyānma？
你抽煙嗎？
tāshìlǎoshīma？
他是老師嗎？
nǐzuòcàima？
你做菜嗎？
tāhěnrènzhēn。
他很認真。
jīntiāntèbiélěng。
今天特別冷。
jiàqiantàiguì。
價錢太貴。
tāgāo，wǒǎi。
他高，我矮。
wàibianlěng，lǐbiānnuǎnhuo。
外邉冷，裏邉暖和。
nǚduō，nánshǎo。
女多，男少。
wǒbùcōngmíng。
我不聰明。
péngyoubùshǎo。
朋友不少。
tābùpiàoliang。
她不漂亮。
māmabùtàigāoxìng。
媽媽不太高興。
tābùtàipàng。
她不太胖。
tābùtàishuài。
他不太帥。

中国語重要構文2（繁体字）

6
疑問文
～嗎？

「～ですか？」

あなたはタバコを吸いますか？

彼は先生ですか？
UNIT
20 あなたは料理を作りますか？

7

主語＋副詞＋形容詞
「～は～です」

彼は真面目です。

今日はとても寒いです。
UNIT
21 値段が高すぎます。

8
副詞がない場合は対比の文になる

A＋形容詞,B＋形容詞
「Aは～が、Bは～」

彼は背が高いですが、私は背が低いです。

外は寒いですが、中は暖かいです。
UNIT
21 女性は多いですが、男性は少ないです。

9
形容詞の否定
不＋形容詞

「～ではありません」

私は賢くありません。

友達は少なくありません。
UNIT
22 彼女はきれいじゃありません。

10
形容詞の否定
不太＋形容詞

「あまり～ではありません」

母はあまり機嫌がよくありません。

彼女はあまり太っていません。
UNIT
22 彼はあまりかっこよくありません。



構文 中国語 日本語
māmadeyìjiàn。
媽媽的意見。
měilìdeyèjǐng。
美麗的夜景。
yòubiāndehuār。
右邉的花兒。
tāàiren。
他愛人。
wǒmengōngsī。
我們公司。
hóngmáoyī。
紅毛衣。
wǔgeliúxuésheng。
五個留學生。
yīzhāngdìtú。
一張地圖。
sānbēikāfēi。
三杯咖啡。
yīběncídiǎn。
一本詞典。
qībǎdāo。
七把刀。
sìshuāngxié。
四雙鞋。
zhè(ge)shìwǒdediànnǎo。
這(個)是我的電腦。
nà(ge)shìdìdidekèběn。
那(個)是弟弟的課本。
nǎ(ge)shìnǐdeshūbāo？
哪(個)是你的書包？

4足の靴。

これは私のパソコンです。

あれは弟の教科書です。

どれがあなたのかばんですか？

5人の留学生。

1枚の地図。

3杯のコーヒー。

1冊の辞書。

7本のナイフ。

中国語重要構文3（繁体字）

11

UNIT
23

12

UNIT
23

母親の意見。

美しい夜景。

右の花。

彼の奥さん。

私たちの会社。

赤いセーター。

13

UNIT
25

数詞＋量詞＋名詞①

家族や所属機関など、結びつきが強い場合は
的を省略しても良い。

A＋的＋B
「AのB」

14

UNIT
25

15

UNIT
26

指示代名詞
这(個)・那(個)・哪(個)
これ・それ(あれ)・どれ

数詞＋量詞＋名詞②



構文 中国語 日本語
zhèyīzhāngzhǐ。
這一張紙。
nàliǎngzhǐgǒu。
那兩只狗。
nàsāngerén。
那三個人。
zhèjiànchènshānshìtāde。
這件襯衫是她的。
nàshuāngxiéhěndà。
那雙鞋很大。
nàtiáopídàihěncháng。
那條皮帶很長。
wǒyàozhège。
我要這個。
tānánàge。
他拿那個。
wǒmǎizhège。
我買這個。
tāyǒuhěnduōqián。
他有很多錢。
wǒyǒunánpéngyou。
我有男朋友。
mèimeiyǒuyīběnrìběndemànhuà。
妹妹有一本日本的漫畫。
wǒméiyǒuérzi。
我沒有兒子。
xiǎozhāngméiyǒuzhàoxiàngjī。
小張沒有照相機。
nǐméiyǒuyàoshi。
你沒有鑰匙。

私は子供がいません。

張さんはカメラを持っていません。

あなたは鍵を持っていません。

私はこれがほしいです。

彼はそれを取ります。

私はこれを買います。

彼はお金をたくさん持っています。

私は彼氏がいます。

妹は日本の漫画を1冊持っています。

18

この1枚の紙。

あの2匹の犬。

あの3人。

このブラウスは彼女のです。

その靴は大きいです。

中国語重要構文4（繁体字）

そのベルトは長いです。

20

UNIT
28

指示代名詞＋数詞＋量詞＋名詞

指示代名詞＋数詞＋量詞＋名詞
数詞が一の場合、省略可能

指示代名詞が目的語になるときは
這，那だけでは使えない。

主語＋有＋目的語
「～は～を持っている」

主語＋没有＋目的語
「～は～を持っていません」

16

UNIT
26

17

UNIT
26

19

UNIT
27

UNIT
26



構文 中国語 日本語
gǎnkuài(de)chuānyīfu。
趕快(地)穿衣服。
tòngkuai(de)dāying。
痛快(地)答應。
tāfēichángrènzhēndexuéxíhànyǔ。
她非常認真地學習漢語。
tāwǎnshuì。
他晚睡。
tāzhēnpiàoliang。
她真漂亮。
tāshìxīnláidesījī。
他是新來的司機。
wǒshìrìběnrén，tāyěshìrìběnrén。
我是日本人，他也是日本人。
tāyěhěnlèi。
她也很累。
míngtiānyěyǒukǎoshì。
明天也有考試。
tāmendōuyǒuzìjǐdediànnǎo。
他們都有自己的電腦。
fùqīnměitiāndōukànbào。
父親每天都看報。
wǒmenyědōudānxīn。
我們也都擔心。
wǒgěimāmadǎdiànhuà。
我給媽媽打電話。
tāgěiwǒfāduǎnxìn。
他給我發短信。
jiějiegěiwǒmǎishū。
姐姐給我買書。

私は母に電話します。

彼は私にショートメッセージを送ります。

姉は私に本を買ってくれます。

給＋目的語＋動詞
「～に」

～也
「～も」

私は日本人です。彼も日本人です。

彼女も疲れています。

明日もテストがあります。

～都
「～も、みんな」

彼らはみんな自分のパソコンを持っています。

父は毎日、新聞を読んでいます。

私たちもみんな心配しています。

中国語重要構文5（繁体字）

21

UNIT
31

22

UNIT
31

急いで服を着ます。

快く承諾します。

彼女は真面目に中国語を勉強しています。

状況語+動詞
単音節の副詞や形容詞が状況語のとき、

ふつう「地」を入れない。

彼は遅い時間に寝ます。

彼女は本当に綺麗です。

彼は新しく来た運転手です。

UNIT
34

23

状況語　(動詞や形容詞を修飾する語)
状況語＋(地)+動詞

状況語が長めの場合、ふつう「地」を入れる。

UNIT
32

24

25

UNIT
32



構文 中国語 日本語
tāgěiwǒyībēihóngchá。
她給我一杯紅茶。
wǒgěinǐyīběnshū。
我給你一本書。
tāgěiwǒliǎngzhāngdiànyǐngpiào。
他給我兩張電影票。
zàiyīyuànkànbìng。
在醫院看病。
zàitúshūguǎnxuéxí。
在圖書館學習。
wǒzàihuǒchēzhànděngnǐ。
我在火車站等你。
tāzàihuìyìshì。
他在會議室。
tājīntiānbùzàixuéxiào。
他今天不在學校。
wángxiānshengzàima？
王先生在嗎？
jīntiāncóngdìyīkèkāishǐ。
今天從第一課開始。
tāgāngcóngxuéxiàohuílai。
他剛從學校回來。
wǒcóngjiǔdiǎndàoshídiǎnxuéxírìwén。
我從九點到十點學習日文。
wǒjiālíchēzhànhěnjìn。
我家離車站很近。
líshǔjiàyǒushítiān。
離暑假有十天。
líshàngkèháiyǒushífēnzhōng。
離上課還有十分鍾。

私は9時から10時まで日本語を勉強します。

私の家は駅から近いです。

夏休みまであと10日あります。

授業まで、まだあと5分あります。

私は駅であなたを待ちます。

彼は会議室にいます。

彼は今日学校にいません。

王さんはいますか？

今日は第一課から始めます。

彼はさっき学校から帰ってきました。

給(動詞)
「～にあげます、もらいます」

彼女が私に紅茶を一杯くれます。

私はあなたに本を1冊あげます。

彼は私に2枚の映画のチケットをくれました。

病院で診察を受けます。

中国語重要構文6（繁体字）

30

UNIT
35

離＋場所/時間(○時などは使えない)
「まで(から)」

2点間の空間的・時間的隔たりを表す

從＋場所/時間　「から」
動作・行為の起点や時間・変化の始点などを

表す
到⇒「まで」

在(動詞)
「います/あります」

28

図書館で勉強します。

UNIT
35

26

UNIT
34

27

UNIT
34

29

在＋場所＋動詞
「(場所)で～します」

UNIT
34



構文 中国語 日本語
wǒduìnǐbiǎoshìgǎnxiè。
我對你表示感謝。
tāduìhánguólìshǐgǎnxìngqù。
他對韓國曆史感興趣。
tāduìrénkuānróng。
他對人寬容。
wǒmenwèileshíxiànmùbiāonǔlìgōngzuò。
我們為了實現目標努力工作。
wèidàjiādejiànkānggānbēi！
為大家的健康幹杯！
wèilejiǎnféi，wǒhuìjiāyóu。
為了減肥，我會加油。
tāduìnàlideqíngkuàngfēichángshúxi。
他對那裡的情況非常熟悉。
zhèrshìtāmenliǎjīngchángyuēhuìdedìfang。
這兒是他們倆經常約會的地方。
nǎlishìnǐmenxuéxiào？
哪裡是你們學校？
bīngxiānglǐyǒuyīhécǎoméi。
冰箱裡有一盒草莓。
dòngwùyuánlǐyǒuyīzhǐdàxióngmāo。
動物園裡有一只大熊貓。
zhèfùjìnméiyǒubiànlìdiàn。
這附近沒有便利店。
yínhángzàixuéxiàopángbiān。
銀行在學校旁邉。
nǐmǔqīnzàijiāma？
你母親在家嗎？
cèsuǒbùzàièrlóu。
廁所不在二樓。

銀行は学校のとなりにあります。

あなたのお母さんは家にいますか？

トイレは2階にはありません。

彼はあそこのことにとても詳しいです。

ここは彼ら二人がよくデートをするところです。

どこがあなたたちの学校ですか？

冷蔵庫の中に1パックの苺があります。

動物園には1頭のパンダがいます。

この近くにはコンビニがありません。
UNIT
38

35

事物(人)+在+場所
「場所に～があります/います」

場所+有+事物(人)
「場所に～があります」

這兒，那兒，哪兒(話し言葉)
這裡，那裡，哪裡

「ここ・そこ(あそこ)・どこ」

UNIT
40

33

UNIT
37

34

中国語重要構文7（繁体字）

對＋A
「Aに」(対象)

UNIT
36

32

UNIT
36

31

ダイエットのために、頑張ります。

為(了)＋A
「Aのために」

私はあなたにお礼を申し上げます。

彼は韓国の歴史に興味があります。

彼は人に対して優しいです。

私たちは目標を実現するために一生懸命働いています。

皆様の健康のために乾杯！



構文 中国語 日本語
nǐfùqīnhěnmángba？
你父親很忙吧？
nǐmendōuxǐhuanchīzhōngguócàiba？
你們都喜歡吃中國菜吧？
tādàgàibùláiba？
他大概不來吧？
wǒxǐhuanbàngqiú，nǐne？
我喜歡棒球，你呢？
wǒdeshǒujīne？
我的手機呢？
wǒbùmǎi，nǐmenne？
我不買，你們呢？
nǐèbùè？
你餓不餓？
hànyǔnánbùnán？
漢語難不難？
yuèbǐnghǎobùhǎochī？
月餅好不好吃？
nǐyǒuméiyǒudiànzǐcídiǎn？
你有沒有電子詞典？
nǐchībùchīfàn？
你吃不吃飯？
nǐchīfànbùchī？
你吃飯不吃？
zhèshìshénme？
這是什麽？
nàshìshénmecài？
那是什麽菜？
tāchuānshénme？
他穿什麽？

あれは何の料理ですか？

彼は何を着ますか？

月餅はおいしいですか？

あなたは電子辞書がありますか？

あなたはご飯を食べますか？

あなたはご飯を食べますか？

これは何ですか？

私は野球が好きだけど、あなたは？

私の携帯電話は？

私は買わないけど、あなたたちは？

あなたはお腹が空きましたか？

中国語はむずかしいですか？

疑問詞
什麽
「何」

目的語のある反復疑問文
動詞肯定形+動詞否定形+目的語　または

動詞肯定形+目的語+動詞否定形

省略疑問文
～呢？

「～は？」

反復疑問文
肯定+否定

肯定の答えを予想して尋ねる
～吧？

「～でしょう？」

中国語重要構文8（繁体字）

36

UNIT
42

あなたのお父さんは忙しいでしょう？

あなたたちは皆中華料理が好きなんでしょう？

彼はきっと来ないでしょう？

40

UNIT
45

37

UNIT
43

38

UNIT
44

UNIT
44

39



構文 中国語 日本語
nǐgēnshéiyìqǐqù？
你跟誰一起去？
shéishìnǐpéngyou？
誰是你朋友？
zhèshìshéidezhàopiàn？
這是誰的照片？
qùxīnsùzěnmezǒu？
去新宿怎麽走？
wǒmenzěnmebàn？
我們怎麽辦？
zhègezěnmechī？
這個怎麽吃？
nǐzěnmebùshuōhuà？
你怎麽不說話？
nǐzěnmezhīdao？
你怎麽知道？
jīntiānzěnmezhèmerè？
今天怎麽這麽熱？
nǐwèishénmeshēngqì？
你為什麽生氣？
nǐwèishénmeàiwǒ？
你為什麽愛我？
nǐwèishénmebùzhǔnbèikǎoshì？
你為什麽不準備考試？
tāmenshénmeshíhoujiéhūn？
他們什麽時候結婚？
nǐjiàoshénmemíngzi？
你叫什麽名字？
nǐshìshénmedìfangderén？
你是什麽地方的人？

彼らはいつ結婚するんですか？

あなたのお名前は何ですか？

あなたはどこの人ですか？

これはどうやって食べるんですか？

どうしてあなたは話さないんですか？

どうしてあなたは知っているんですか？

どうして今日はこんなに暑いんですか？

あなたはどうして怒っているんですか？

あなたはどうして私のことを愛しているんですか？

UNIT
45

41

UNIT
45

42

UNIT
45

43

中国語重要構文9（繁体字）

UNIT
45

44

UNIT
45

45

あなたは誰と一緒に行きますか？

誰があなたの友達ですか？

これは誰の写真ですか？

新宿にはどうやって行きますか？

私たちはどうしますか？

疑問詞
誰
「誰」

疑問詞
怎麽

「どのように」

疑問詞
怎麽

「どうして」

疑問詞
為什麽

「どうして」

疑問詞
什麽＋名詞

「何の」

あなたはどうしてテストの準備をしないんですか？



構文 中国語 日本語
nǐjiāyǒujǐkǒurén？
你家有幾口人？
nǐjǐsuì？
你幾歲？
jīntiānjǐyuèjǐhào？
今天幾月幾號？
zhètiáowéijīnduōshaoqián？
這條圍巾多少錢？
nǐmenbānyǒuduōshaorén？
你們班有多少人？
nǐdeshǒujīhàomǎshìduōshao？
你的手機號碼是多少？
tādǎlánqiúháishìdǎwǎngqiú？
他打籃球還是打網球？
nǐzànchéngháishìbùzànchéng？
你贊成還是不贊成？
shìzhānglǎoshīháishìlǐlǎoshījiāo？
是張老師還是李老師教？
tānéngkànzhōngwénbào。
他能看中文報。
wǒnéngyóusānbǎimǐ。
我能遊三百米。
tābùnéngkāiqìchē。
他不能開汽車。
jīntiānxiàwǔnéngxiàyǔ。
今天下午能下雨。
xīwàngnǐmennéngzhīchíwǒ。
希望你們能支持我。
tānéngláima？
他能來嗎？

彼は車の運転ができません。

今日の午後雨が降るでしょう。

あなたたちがわたしを支援してくれることを願っております。

彼は来るでしょうか？

彼はバスケットボールをしますか？それともテニスをしますか？

あなたは賛成ですか？それとも反対ですか？

張先生が教えるんですか？それとも李先生が教えるんですか？

彼は中国語の新聞が読めます。

私は300m泳ぐことができます。

47

中国語重要構文10（繁体字）

46

UNIT
46

数を尋ねる(10個以下のとき)
幾＋量詞～？

「いくつ」

数を尋ねる(数の大小は関係ない)
多少＋量詞(なくてもいい)

「いくつ」

あなたの家は何人家族ですか？

あなたは何歳ですか？

今日は何月何日ですか？

このマフラーは１本いくらですか？

あなたのクラスは何人ですか？

あなたの携帯電話の番号は何番ですか？
UNIT
46

50

UNIT
49

可能の意味を表す(能力)
能

「～ができます」

可能性の意味を表す
能

「するでしょう/～はずです」

48
選択疑問文

(是)＋A＋還是＋B
「Aですか？それともBですか？」

49

UNIT
48

UNIT
49



構文 中国語 日本語
zhèlibùnéngpāizhàopiàn。
這裡不能拍照片。
zhèlibùnéngchōuyān。
這裡不能抽煙。
nǐbùnéngshuìzháo。
你不能睡著。
tāmenhuìshuōyīngwén。
他們會說英文。
wǒhuìdǎtàijíquán。
我會打太極拳。
wǒbùhuìchàngzhōngwéngē。
我不會唱中文歌。
nǐdeyuànwàngyīdìnghuìshíxiàn。
你的願望一定會實現。
wǒbùhuìpiànnǐ。
我不會騙你。
míngtiāntāhuìgàosunǐ。
明天他會告訴你。
nǐxiǎngyīxiǎng。
你想一想。
zhèduǒhuārzhēnxiāng，nǐwénwén。
這朵花兒真香，你聞聞。
wǒgěinǐjièshàojièshào。
我給你介紹介紹。
qǐngděngyīxià。
請等一下。
wǒmenshāngliangyīxià。
我們商量一下。
qǐngzhǐyīxià。
請指一下。

少々お待ちください。

私たちでちょっと相談しましょう。

ちょっと指さしてください。

私は中国語の歌が歌えません。

あなたの願いはきっと実現するでしょう。

私があなたを騙すはずがない。

明日彼はきっとあなたに知らせるでしょう。

ちょっと考えてみなさい。

この花は本当に良い香りがします。嗅いでごらん。

UNIT
51

51

UNIT
49

52

UNIT
50

53

中国語重要構文11（繁体字）

UNIT
50

54

UNIT
51

55

ここで写真を撮ってはいけません。

ここでタバコを吸ってはいけません。

あなたは眠ってはいけません。

彼らは英語が話せます。

私は太極拳ができます。

禁止の意味を表す
不能

「～してはいけません」

可能の意味を表す
(学習、練習をして会得し、できるいようになっ

た)
會「～ができます」

可能性の意味を表す
會

「するでしょう/するはずです」

動詞を繰り返す
「ちょっと～します」

単音節の場合は真ん中に「一」を入れても良
い。

動詞+一下
「ちょっと～します」

あなたにちょっと紹介します。



構文 中国語 日本語
nǐkěyǐfàngxīn。
你可以放心。
kěyǐjiènǐdexiàngpícāma？
可以借你的橡皮擦嗎？
wǒkěyǐbāngzhùnǐ。
我可以幫助你。
zhègecàizhēnbùcuò，nǐkěyǐchángchang。
這個菜真不錯，你可以嘗嘗。
zhèbùdiànyǐnghěnyǒuyìsi，nǐkěyǐkànkàn。
這部電影很有意思，你可以看看。
zhègewèntíhěnkěyǐyánjiū。
這個問題很可以研究。
nǐyàozuòshénmeyùndòng。
你要做什麽運動。
wǒmenyīdìngyàojiějuézhègewèntí。
我們一定要解決這個問題。
tāyàoqùhuànqián。
他要去換錢。
chīfànqiányàoxǐshǒu。
吃飯前要洗手。
nǐyàotīngfùmǔdehuà。
你要聽父母的話。
wūlǐyàogānjìng。
屋裡要幹淨。
nǐyīnggāishìxiānyùdìngfángjiān。
你應該事先預定房間。
nǐyīnggāijiǎnchá。
你應該檢查。
wǒmenyīnggāiàihùgōnggòngcáichǎn。
我們應該愛護公共財産。

あなたは親の言うことを聞かなくてはいけません。

部屋の中は清潔にしなければいけません。

あなたは事前に部屋を予約するべきです。

あなたは身体検査をするべきです。

私たちは公共の財産を大事にするべきです。

この問題は研究する価値があります。

あなたは何のスポーツがしたいですか？

わたしたちはこの問題を必ず解決するつもりです。

彼は両替しに行くつもりです。

食事の前には手を洗わなくてはいけません。

60

UNIT
54

可以
「～する価値があります、·～したほうがいいで

す」

要
「～したいです/～するつもりです」

要
「～しなくてはなりません」

59

UNIT
53

UNIT
52

58

UNIT
53

應該
「～するべきです」

条件や環境の問題で
可以

「～ができます、·～してもいいです」

57

中国語重要構文12（繁体字）

56

UNIT
52

安心していいですよ。

あなたの消しゴムを借りてもいいですか？

私はあなたを手助けすることができます。

この料理は本当においしい。食べてごらん。

この映画はとても面白いから、見たほうがいいですよ。



構文 中国語 日本語
tāzhǎogehǎogōngzuòyīnggāiméiyǒuwèntí。
他找個好工作應該沒有問題。
tāyīnggāizhīdaozhèjiànshìr。
她應該知道這件事兒。
tāyīnggāibùzàijiā。
他應該不在家。
gōnggòngqìchēyàoláile。
公共汽車要來了。
tāyàojiéhūnle。
她要結婚了。
wǒyàochūménle。
我要出門了。
tādebìngkuàihǎole。
她的病快好了。
tiānkuàihēile。
天快黑了。
kuàishíèrdiǎnle。
快十二點了。
wǒkuàiyàohuíguóle。
我快要回國了。
tākuàiyàoqùzhōngguóliúxuéle。
他快要去中國留學了。
kuàiyàoguòniánle。
快要過年了。
tāmenliǎxiàyuèjiùyàojiéhūnle。
他們倆下月就要結婚了。
wǒmíngtiānjiùyàohuírìběnle。
我明天就要回日本了。
càijiùyàoshúle。
菜就要熟了。

私はもう明日には日本へ帰ります。

65

UNIT
56

UNIT
56

64

UNIT
56

料理がもうすぐできます。

快要(×数量詞)～了
「まもなく～しようとしています」

(時間を表す語)+就要～了
「まもなく～しようとしています」

もうすぐ暗くなります。

もうすぐ12時です。

わたしはもうすぐ帰国します。

彼はもうすぐ中国へ留学します。

もうすぐ年越しです。

彼ら2人は来月にはもう結婚します。

63

中国語重要構文13（繁体字）

61

UNIT
54

62

UNIT
56

應該
「～はずです」

要～了
「まもなく～しようとしています」

快～了
「まもなく～しようとしています」

彼が良い仕事を見つけることは問題ないでしょう。

彼女は当然このことを知っているはずです。

彼は家にいないはずです。

バスはまもなく来ます。

彼女はもうすぐ結婚します。

行ってきます。

彼の病気はもうすぐよくなります。



構文 中国語 日本語
wǒzhèngxuéxí。
我正學習。
wǒmenzhèngshāngliang。
我們正商量。
wǒzhèngyánjiū。
我正研究。
wǒzàikànzúqiúbǐsàine。
我在看足球比賽呢。
gēgezàidǎlánqiúne。
哥哥在打籃球呢。
nǐzàigànshénmene？
你在幹什麽呢？
tāzhèngzàishuìwǔjiàone。
他正在睡午覺呢。
jiějiezhèngzàizuòzuoyène。
姐姐正在做作業呢。
wǒmenzhèngzàikāihuìne。
我們正在開會呢。
wǒmenděngzhenǐdehǎoxiāoxi。
我們等著你的好消息。
xuéxiàoménkǒutíngzheyīliàngzìxíngchē。
學校門口停著一輛自行車。
cèsuǒliàngzhedēng。
廁所亮著燈。
lǎoshīzhànzhejiǎngkè。
老師站著講課。
wǒmenzǒuzheqùba。
我們走著去吧。
tābìzheyǎnjingtīngyīnyuè。
她閉著眼睛聽音樂。

トイレの明かりが付けっぱなしです。

先生は立って授業をしています。

私たちは歩いていきましょう。

彼女は目をつぶって音楽を聞いています。

あなたは何をしていますか。

彼は昼寝をしているところです。

姉は今、宿題をしているところです。

私たちは会議をしているところです。

あなたのよい知らせを待っています。

校門のところに自転車が一台止まっています。

主語+正+動詞+(目的語)+(呢)
「今～しています」

主語+在+動詞+(目的語)+(呢)
「いま～しています」

主語+正在+動詞+(目的語)+(呢)
「いま～しています」

動詞+著
「～·しています」

著
「～している状態で、～します」

66

UNIT
57

中国語重要構文14（繁体字）

70

UNIT
58

67

UNIT
57

69

UNIT
58

UNIT
57

68

私は今勉強しています。

私たちは今相談しています。

私は今研究しています。

私はサッカーの試合を見ているところです。

兄はいまバスケットボールをしています。



構文 中国語 日本語
shàngxīngqītāchūchāile。
上星期他出差了。
zuótiānwǒkànlezhèběnxiǎoshuō。
昨天我看了這本小說。
wǒzuótiānchīlegālífàn。
我昨天吃了咖喱飯。
wǒméiyǒukànnàgejiémù。
我沒有看那個節目。
wǒméiyǒujiāozuòyè。
我沒有交作業。
zhānglǎoshīméiyǒulái。
張老師沒有來。
wǒduìzhèrdeshēnghuóyǐjingxíguànle。
我對這兒的生活已經習慣了。
wǒyǐjingchīfànle。
我已經吃飯了。
wèntíyǐjingjiějuéle。
問題已經解決了。
nǐháijìdewǒma？
你還記得我嗎？
yīfuháiméigānmá？
衣服還沒幹嗎？
shìjièháiméizhōngjié。
世界還沒終結。
tāmenbādiǎnzhōngjiùláile。
他們八點鍾就來了。
tāmǎshàngjiùhuílai。
他馬上就回來。
tāgāozhōngbìyèhòu，jiùkāishǐzuòshēngyile。
他高中畢業後，就開始做生意了。

彼はすぐに戻ってきます。

75

UNIT
64

UNIT
64

74

UNIT
64

彼は高校を卒業すると，すぐに商売を始めました。

還「まだ」
還没(有)～呢

「まだ～していません」

就
「すぐに」

私はもうご飯を食べました。

問題はもう解決しました。

あなたはまだ私のことを覚えていますか。

服はまだ乾いていませんか？

世界はまだ終わっていません。

彼らは8時にはもう来ました。

73

中国語重要構文15（繁体字）

71

UNIT
59

72

UNIT
60

動詞+了
「～しました」

没(有)+動詞
「しませんでした」

已經～了
「もう～/すでに～」

先週彼は出張しました。

昨日わたしはこの小説を読みました。

わたしは昨日カレーライスを食べました。

私はあの番組を見ませんでした。

私は宿題を出しませんでした。

張先生は来ませんでした。

私はこの生活にもう慣れました。



構文 中国語 日本語
yǔdàolebànyècáitíng。
雨到了半夜才停。
tāsìshíwǔsuìcáijiéhūnle。
他四十五歲才結婚了。
diànyǐngqīdiǎnkāishǐ，qīdiǎnyīkètācáilái。
電影七點開始，七點一刻他才來。
wǒmenmíngtiānzàitǎolùnba。
我們明天再討論吧。
nǐmíngtiānzàiláiyīcì。
你明天再來一次。
qǐngnínzàishuōyībiàn。
請您再說一遍。
nàgerénzuótiānláile，jīntiānyòuláile。
那個人昨天來了，今天又來了。
tāmenyòutáoxuéle。
他們又逃學了。
tiānyòuyīnle。
天又陰了。
wǒhēguòtáiwānpíjiǔ。
我喝過台灣啤酒。
nǐtīngguòzhōngguóyīnyuèma？
你聽過中國音樂嗎？
wǒméiyǒuqùguòxiàwēiyí。
我沒有去過夏威夷。
bùyàoluànrénglājī。
不要亂仍垃圾。
bùyàoshuōhuǎng。
不要說謊。
qǐngbùyàozàiyì。
請不要在意。

80

不要
「～してはいけません」

やたらにゴミを捨ててはいけません。

嘘をついてはいけません。
UNIT
67 気にしないでください。

79
動詞+过

「～したことがあります」
※否定形は没(有)+動詞+過

私は台湾ビールを飲んだことがあります。

あなたは中国語の音楽を聞いたことがありますか？
UNIT
65,6
6 私はハワイへ行ったことがありません。

78
すでに行われた動作

又
「また」

あの人は昨日来て、今日もまた来ました。

彼らはまた学校をサボりました。
UNIT
64 また曇ってきました。

77
これから行われる動作

再
「また」

私たちは明日また話し合いましょう。

明日また来るように。
UNIT
64 もう一度言ってください。

中国語重要構文16（繁体字）

76

才
「やっと」

雨は夜中になってやっとやみました。

彼は45歳でやっと結婚しました。
UNIT
64 映画は7時に始まるのに，彼は7時15分にやっと来ました。



構文 中国語 日本語
nǐbiéxiāngxìntā。
你別相信他。
biézàikū。
別再哭。
biézháojí。
別著急。
wǒpǎodékuài。
我跑得快。
fēngguādehěndà。
風刮得很大。
yátòngdélìhai。
牙痛得厲害。
gōngzuòjìnxíngdebùshùnlì。
工作進行得不順利。
tāláidebùwǎn。
他來得不晚。
tāshuōdebùqīngchu。
他說得不清楚。
tā(shuō)yīngwénshuōdehěnliúlì。
他(說)英文說得很流利。
tā(xiě)zìxiědehěnkuài。
他(寫)字寫得很快。
tā(chī)xīguāchīdehěnkuài。
他(吃)西瓜吃得很快。
wǒláiwǎnle。
我來晚了。
zhǎngdàle，nǐxiǎngdāngshénme？
長大了，你想當什麽？
wǒmenháiméichīwánfàn。
我們還沒吃完飯。

仕事は順調に進んでいません。

私は来るのが遅れました。

大きくなったら、あなたは何になりたいですか？
UNIT
70 私たちはまだ食べ終わっていません。

彼が来たのは遅くありません。

彼の話し方ははっきりしません。

彼は英語を話すのがとても流暢だ。

彼は字を書くのが早いです。

彼はスイカを食べるのがとても早いです。

目的語がある場合
(動詞)+目的語+動詞+得+程度補語

動作の結果を表す
動詞+結果補語

※否定形は没(有)+動詞+結果補語

UNIT
69

84

85

UNIT
68

83

UNIT
69

中国語重要構文17（繁体字）

UNIT
67

81

82

彼を信用してはいけません。

もう泣くのはやめなさい。
別

「～してはいけません」

動作の状態を説明する
動詞/形容詞+得+程度補語

動詞+得+不+程度補語

急がないでください。

私は走るのが速いです。

風が強く吹いています。

歯がひどく痛いです。



構文 中国語 日本語
lǎozhàozǒuláile。
老趙走來了。
xiǎoyángchūqùle。
小楊出去了。
nǐkuàishàngláiba。
你快上來吧。
bàbahuíjiāláile。
爸爸回家來了。
lǎoshījìnjiàoshìqùle。
老師進教室去了。
tāhuísùshèqùle。
他回宿舍去了。
wǒxiǎngdàizhàoxiàngjī。
我想帶照相機。
wǒjìqùleyīfēngxìn。
我寄去了一封信。
tādàihuílainàběnxiǎoshuōle。
他帶回來那本小說了。
tāmenpáshàngláile。
他們爬上來了。
tāzuòdiàntīxiàlaile。
他坐電梯下來了。
tāzhànqǐláile。
他站起來了。
tāxiānjìnqùle。
他先進去了。
tācóngwūlǐpǎochūqùle。
他從屋裡跑出去了。
nǐyàodàihuíquma？
你要帶回去嗎？

お持ち帰りですか？

お父さんが家に帰ってきました。

先生が教室に入っていきました。

彼は寮に帰っていきました。

彼はエレベーターに乗って下りて来ました。

彼は立ち上がりました。

私はカメラを持っていきたいです。

私は手紙を1通出しました。

彼はその小説を持って帰ってきました。

中国語重要構文18（繁体字）

UNIT
73

90

UNIT
71

86
趙さんが歩いてきました。

楊さんは出ていきました。

早く上がって来なさい。

彼らは登って来ました。

動詞+来/去
「～して来ます/して行きます」

動詞∔方向性を持つ動詞∔来
上来･下来・進去・出来・回来・過来・起来

彼は先に入って行きました。

彼は部屋から駆け出して行きました。動詞∔方向性を持つ動詞∔去
上去･下去・進去・出去・回去・過去

88
目的語が物の場合

動詞+目的語(物)+来/去…これから行う
動詞+来/去+目的語(物)・・・もう行った

UNIT
73

87

UNIT
72

89

目的語が場所の場合
動詞+目的語(場所)+来/去

「～して来ます/して行きます」

UNIT
72



構文 中国語 日本語
zhōngwénguǎngbōnǐtīngdedǒngma？
中文廣播你聽得懂嗎？
wǒqīdiǎnyǐqiánkěndìnghuídelái。
我七點以前肯定回得來。
nàběnshūyěxǔmǎidedào。
那本書也許買得到。
zhègemídǐwǒcāibuzháo。
這個謎底我猜不著。
fángzūtàiguì，wǒmenzhùbuqǐ。
房租太貴，我們住不起。
zhèxieshēngcínǐmenjìbuzhùma？
這些生詞你們記不住嗎？
wǒxiǎngcānguānyīcì。
我想參觀一次。
chídàosānhuíjiùsuànquēxíyīhuí。
遲到三回就算缺席一回。
qǐngzàishuōyībiàn。
請再說一遍。
wǒzàitáiwānzuòguòyīcìgōnggòngqìchē。
我在台灣坐過一次公共汽車。
wǒcānjiāleyīcìhuìyì。
我參加了一次會議。
wǒyǐqiánkànguòyīcìjīngjù。
我以前看過一次京劇。
tāqùguòzhōngguóliǎnghuí。
他去過中國兩回。
wǒzàishànghǎijiànguòtāliǎngcì。
我在上海見過他兩次。
wǒzàigōngjiāochēshàngkànguòtājǐcì。
我在公交車上看過他幾次。

私は上海で彼と二回会ったことがあります。

私は路線バスの中で何度か彼を見たことがあります。

動詞+目的語∔動量補語
目的語が特定の人や地名であれば、回数の前も可

95

UNIT
77

もう一度言ってください。

私は台湾でバスに一回乗ったことがあります。

私は会議に一度出席しました。

私は前に京劇を1度見たことがあります。

彼は中国へ二回行ったことがあります。

この謎の答えを私は当てることができません。

家賃が高すぎて私たちは住めません。

これらの進出単語をあなたたちは覚えられますか？

私は一度見学したいです。

3回遅刻したら、1回の欠席と見なします。

中国語重要構文19（繁体字）

あなたは中国語の放送を聞きとれますか？

私は7時前には必ず戻ってこられます。

UNIT
77

可能補語
動詞+得+結果補語/方向補語

「～ができます」

可能補語
動詞+不+結果補語/方向補語

「～ができません」

動量補語（＝回数を表す語）
動詞+回数

動詞+動量補語∔目的語
目的語がある場合は、ふつう回数の後ろに目的語
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UNIT
76

93

UNIT
77

94

UNIT
76

91

あの本を買えるかもしれません。



構文 中国語 日本語
wǒměitiānxuéxíliǎnggexiǎoshí。
我每天學習兩個小時。
zánmenxiūxishífēnzhōngba。
咱們休息十分鍾吧。
wǒzàiběijīngfàndiànzhùleliǎngtiān。
我在北京飯店住了兩天。
dìdiwánryóuxìwánrleyīxiàwǔ。
弟弟玩兒遊戲玩兒了一下午。
tādǎdiànhuàdǎleyīkèzhōng。
他打電話打了一刻鍾。
tāxuéyīngwénxuéleliǎngnián。
她學英文學了兩年。
tāměitiāndōuxuéxíyīgexiǎoshízhōngwén。
他每天都學習一個小時中文。
wǒtīngleèrshífēnzhōngguǎngbō。
我聽了二十分鍾廣播。
tāxuéleyīniánhànyǔ。
她學了一年漢語。
wǒděngnǐbàntiān。
我等你半天。
wǒzàikāfēidiànděngletāliǎnggexiǎoshí。
我在咖啡店等了他兩個小時。
bàbashuōlewǒyīgexiǎoshí。
爸爸說了我一個小時。
tājiéguòyīcìhūn。
她結過一次婚。
zuótiānwǒshuìleshígexiǎoshíjiào。
昨天我睡了十個小時覺。
tākǒngpàbìbuliǎoyè。
他恐怕畢不了業。

彼女は一度結婚したことがあります。

昨日私は十時間寝ました。

彼はおそらく卒業できないでしょう。

彼は毎日一時間中国語を勉強します。

私は二十分間放送を聞きました。

彼女は中国語を一年間勉強しました。

私たちはあなたをずいぶん待ちました。

私は喫茶店で彼を二時間待ちました。

父は一時間にわたって私を説教しました。

UNIT
79

96

UNIT
78

97

UNIT
78

98

中国語重要構文20（繁体字）

UNIT
78

99

UNIT
78

100

動詞+目的語∔動詞∔時量補語
目的語がある場合は動詞をもう1度繰り返す

動詞∔時量補語∔目的語
動詞∔目的語の関係であることがわかるものであれば、

繰り返さなくても良い。

動詞+目的語∔時量補語
目的語が代名詞の場合、時量補語の前に置く

離合詞
切り離して使うことができる単語

私は毎日二時間勉強します。

十分間休みましょう。

私は北京に二泊しました。

弟は午後はずっとゲームをしました。

彼は電話を十五分かけました。

彼女は英語を二年間勉強しました。

時量補語（＝動作を行う時間の長さを表す語）
動詞+時量補語



構文 中国語 日本語
jīntiānbǐzuótiānliángkuai。
今天比昨天涼快。
tābǐwǒniánqīng。
他比我年輕。
zhèběnshūbǐnàběnróngyì。
這本書比那本容易。
tābǐwǒxiǎoliǎngsuì。
他比我小兩歲。
zhèjiànmáoyībǐnàjiànguìyīwànrìyuán。
這件毛衣比那件貴一萬日元。
wǒbǐqùniánshòuleyīdiǎnér。
我比去年瘦了一點兒。
zhōngguóderénkǒubǐrìběnduōdéduō。
中國的人口比日本多得多。
xiànzàibǐguòquqiángduōle。
現在比過去強多了。
táiběideshuǐguǒbǐdōngjīngpiányiduōle。
台北的水果比東京便宜多了。
jīnniándechǎnliàngbǐqùniánzēngjiāleliǎngbèi
今年的産量比去年增加了兩倍。
zhègecāochǎngbǐnàgecāochǎngdàyībèi。
這個操場比那個操場大一倍。
zìxíngchēdejiàgébǐqùniánzhǎngleyībèi。
自行車的價格比去年漲了一倍。
dìdiyǒugēgenàmepàng。
弟弟有哥哥那麽胖。
tāyǒunǐzhèmegāole。
她有你這麽高了。
shìqingméiyǒunǐshuōdezhèmeróngyì。
事情沒有你說的這麽容易。

私は去年に比べてちょっと痩せました。

弟は兄くらい太っています。

彼女はあなたぐらいの背の高さになりました。

出来事はあなたが言うほど簡単ではありません。

中国の人口は日本よりずっと多いです。

今は昔よりずっと良くなりました。

台北の果物は東京の果物よりずっと安いです。

今年の生産高は去年の３倍になりました。

この運動場はあの運動場より倍大きいです。

自転車の値段は昨年に比べて2倍になりました。

今日は昨日より涼しいです。

彼女が私より若いです。

この本はあの本より簡単です。

彼は私より二歳年下です。

このセーターはあれよりも一万円高いです。

中国語重要構文21（繁体字）

105

UNIT
83

A+比+B+差異
「AはBより～です」

104

UNIT
82

103

101

UNIT
81

102

UNIT
81

UNIT
81

形容詞∔差異の程度

形容詞∔得多/多了

倍数
※日本語と異なる場合がある

A+有/没有+B+這麽/那麽+形容詞
「AはBほど～です」



構文 中国語 日本語
tādetàidugēnnǐyīyàngjījí。
他的態度跟你一樣積極。
zhèjiānfángzigēnnàjiānfángziyīyàngdà。
這間房子跟那間房子一樣大。
nǐxiǎngdegēnwǒxiǎngdeyīyàng。
你想的跟我想的一樣。
tāměitiāndōubǐwǒláidézǎoyīdiǎnr。
他每天都比我來得早一點兒。
tāgǎnmàohǎoleyīdiǎnr。
他感冒好了一點兒。
jīntiānwǎnyīdiǎnrhuíqu。
今天晚一點兒回去。
nàgedìfangyǒudiǎnrwēixiǎn。
那個地方有點兒危險。
jīntiānwǒyǒudiǎnrbùshūfu。
今天我有點兒不舒服。
wǒyǒudiǎnrtóutòng。
我有點兒頭痛。
wǒbǎqiánbāodiūle。
我把錢包丟了。
qǐngbǎshìqinggàosuwǒ。
請把事情告訴我。
nǐbǎkuàizidìgěiwǒ。
你把筷子遞給我。
wǒbǎběnziwàngzàijiālile。
我把本子忘在家裡了。
tābǎhuāpénfàngdàoyángtáishàngle。
他把花盆放到陽台上了。
qǐngbǎxiāngzǐfàngzàinàr。
請把箱子放在那兒。

事情を私に教えてください。

A+跟/像/和+B一樣+形容詞
「AはBと同じくらい～です」

形容詞+一點兒
「少し～です」

望ましくないことに使われる
有點兒+形容詞
「少し～です」

主語+把+目的語+動詞+処置の結果などの成
分

把+A=「Aを」

今日は少し遅く帰ります。

あそこは少し危険です。

今日私は少し気分が悪いです。

私は少し頭が痛いです。

私は財布を失くしてしまいました。

彼の態度は君と同じくらい積極的です。

この部屋はあの部屋と同じ大きさですか？

君の考えていることは私の考えていることと同じです。

彼女は毎日私より早く来ます。

彼は風邪が少しよくなりました。

中国語重要構文22（繁体字）

UNIT
86,8
7

110

UNIT
88

箸を取ってください。

私はノートを家に忘れてきました。

彼女は鉢植えをベランダに置きました。

どうぞかばんをそこに置いてください。

106

UNIT
84

107

UNIT
85

109

UNIT
85

108

把+目的語+動詞+在/到
目的物がその場所に存在・到着するときは把構文を使う。



構文 中国語 日本語
wǒyàobǎzhèběnxiǎoshuōfānyìchéngrìyǔ。
我要把這本小說翻譯成日語。
tābǎwǒdàngzuòqīnxiōngdìkàndài。
他把我當做親兄弟看待。
wǒbǎrìyuánhuànchéngrénmínbì。
我把日元換成人民幣。
dìdibèimāmapīpíngle。
弟弟被媽媽批評了。
wǒbèibàbadǎle。
我被爸爸打了。
zìxíngchēbèitōuzǒule。
自行車被偷走了。
tāràngwǒqùjiētā。
他讓我去接她。
yīshēngbùràngwǒhējiǔ。
醫生不讓我喝酒。
huārràngtāmenzhāizǒule。
花兒讓他們摘走了。
māmajiàomǎidōngxi。
媽媽叫買東西。
lǎobǎnjiàowǒdǎgediànhuàde。
老板叫我打個電話的。
lǎoshījiàoxuéshengmenxiěbàogào。
老師叫學生們寫報告。
wǒdechuīfēngjīgěimèimeijièqùle。
我的吹風機給妹妹借去了。
shàngxīngqītāgěijiěgùle。
上星期他給解雇了。
wǒdeyīfugěidàyǔshītòule。
我的衣服給大雨濕透了。

私のドライヤーは妹に借りて行かれました。

先週彼は解雇されました。

私の服は大雨によってびちょびちょになりました。

彼は私に彼女を迎えに行かせた。

医者が酒を飲ませてくれません。

花は彼に摘んで行かれました。

母は私にご飯を食べさせました。

社長が私に電話をさせたんです。

先生は学生たちにレポートを書かせました。

115

UNIT
89,9
0

把+目的語+動詞+成/做
「～になる/～とする」などの意味を表すときも把構文を使

う。

主語∔被∔行為者∔動詞
もっとも典型的な受動表現で，やや文章語的。
行為者を省略できる。「～されます」(受け身)

主語∔讓∔行為者∔動詞
口語で多用される傾向がある。

行為者を省略できない。「～されます」(受け身)

主語∔叫∔行為者∔動詞
口語で多用される傾向がある。

行為者を省略できない。「～されます」(受け身)

主語∔給∔行為者∔動詞
行為者を省略できる。「～されます」(受け身)

114

UNIT
89,9
0

自転車は盗まれました。

私はこの小説を日本語に翻訳したいです。

彼は私を実の兄妹のように見てくれています。

私は円から人民元に両替をします。

弟はお母さんに怒られました。

私は父に殴られた。

中国語重要構文23（繁体字）

UNIT
89,9
0

111

UNIT
88

112

UNIT
89,9
0

113



構文 中国語 日本語
wǒqùchāoshìmǎishūcài。
我去超市買蔬菜。
tāmenxiàxīngqīláirìběnlǚyóu。
他們下星期來日本旅遊。
tāyònggāngbǐxiěxìn。
他用鋼筆寫信。
tāmenyǒufángjiānzhù。
他們有房間住。
wǒmenyǒuxǔduōshìqingyàozuò。
我們有許多事情要做。
wǒméiyǒugōngfugēnnǐliáotiānr。
我沒有功夫跟你聊天兒。
chúchuānglibǎizhexǔduōbǎoshí。
櫥窓裡擺著許多寶石。
zuótiānfāshēngleyīcìdìzhèn。
昨天發生了一次地震。
tiānshàngfēiguòlaiyīzhǐniǎo。
天上飛過來一只鳥。
nàgedàibiǎotuánshìshénmeshíhouhuíguóde？
那個代表團是什麽時候回國的？(時間)
zhèkuàishǒubiǎoshìzàixiānggǎngmǎide。
這塊手表是在香港買的。(場所)
tāshìláiliúxuéde。
她是來留學的。(目的)
zhègetíliánxiǎoxuéyīniánjídexiǎoháiryěnénghuídá。
這個題連小學一年級的小孩兒也能回答。
liánpíngshíbùchángláidetiánzhōngdōuláile。
連平時不常來的田中都來了。
tāliánzhèjiànshìrdōubùzhīdao。
他連這件事兒都不知道。

普段はあまり来ない田中さんでさえも来ました。

120

UNIT
96

UNIT
94

119

UNIT
95

彼はこのことさえ知りません。

是的構文
時間・場所・方法・目的を説明するときに使う。

連・・・也(都)
「～でさえも」

昨日地震が起きました。

空から1羽の鳥が飛んできました。

あの代表団はいつ帰国したのですか？

この腕時計は香港で買ったのです。

彼女は留学に来たのです。

この問題は小学校1年の子供でさえ答えられます。
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中国語重要構文24（繁体字）

116

UNIT
91

117

UNIT
92

2つ以上の動詞を使う場合
主語+動詞1+動詞2

有/没有+目的語+動詞
「～する～があります」

ある場所や時間に何かが存在したり、
出現・消失したりすることを表す

場所/時間+動詞+補語や動態助詞+事物/人

私はスーパーへ野菜を買いに行きます。

彼らは来週日本へ観光にやってきます。

彼は万年筆で手紙を書きます。

彼らには住む家があります。

私たちにはやらなければならないことがたくさんあります。

私はあなたと話している暇がありません。

ショーウインドーにはたくさんの宝石が並べられています。


