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2022 レポート課題集

北海道情報大学 通信教育部



カリキュラム（'05）（'15）

(’15)

心理学 担当教員：稲 田 尚 史 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

 心理学を学習し、最も関心を持ったテーマについて、関心を持った理由を明らかにした上で、自身の

経験等と心理学的知見とを結びつけながら考察せよ。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 1,200 字～2,000字（図表を含む）・横書き 

注意事項 テキスト、参考書及び学習用プリントの該当箇所をよく読み作成すること（丸写しにならないよう必ず自分な

りの考察を行うこと）。

参考図書・文献名をレポートの最後に記すこと。

そ  の  他 テキストの各講末の参考書を参照するとよい。

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） 哲学 担当教員：三 浦 洋 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

下記より１題を選んでレポートを作成すること（選んだものだけをレポートに記入）。 
１．ソクラテスの哲学 
２．普遍論争 
３．デカルトの哲学 
４．カントの実践哲学 
５．実存主義の哲学 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 1,100 字～1,200字（図表を含まない）・縦書き 

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） 物理学の基礎 担当教員：穴 田 有 一 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

次ページ以降に出題 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

※課題や問の番号を明記して解答を記入すること

2022年度 
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物理学の基礎 レポート課題・解答用紙１ 

課題１ 質量 m（kg）の物体が重力の作用で落下した．以下の問いに答え

なさい．ただし，重力加速度は g（m/s2）とし，空気の抵抗などは考えな

いことにする． 

問１ 物体が力 F（N）の作用を受けて Δx（m）落下したとき，物体の速

さが v（m/s）から v’（m/s）に変化した．このとき，力 F（N）が物体に

した仕事によって，物体の運動エネルギーが変化した．仕事と運動エネル

ギーの変化の関係を式で表しなさい． 

問２ 物体が，重力の作用を受けて地面からの高さ h（m）から h’（m）まで落下するとき，重力が

この物体にした仕事を mと hを用いて求めなさい． 

問３ 物体が，重力の作用を受けて地面からの高さ h（m）から h’（m）まで落下するとき，物体の

速さは v（m/s）から v’（m/s）に変化した．問１，問２の関係から，力学的エネルギー保存則を導

きなさい． 

問４  高さ 2 mの滑り台から体重 15 kgの子供が滑り降

りる．滑り始めるときの速さが 0だとする．摩擦がないとし

て，下まで滑り降りたときの速さを求めなさい．ただし，重

力加速度を 9.8 m/s2とする． 

h

x

0

h’

v

v’

v’
2 (m)
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物理学の基礎 レポート課題・解答用紙２ 

 

課題２ 熱力学第 2法則に関係する次の事項を説明しなさい． 

（１）トムソンの原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）クラウジウスの原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）第 2種永久機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）不可逆現象 
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物理学の基礎 レポート課題・解答用紙３ 

課題３  光電効果に関する次の問いに答えなさい．ただし，プランク定数は 6.626×10‐34（Js）と

する．なお，計算やその説明を省略しないで書きなさい． 

問１ 仕事関数の値が 9.05×10‐19（J）の金属に振動数が 5.0×1015（Hz）の光を当てたら電子が飛

び出した．この電子のエネルギーを求めよ． 

問２ ある金属に振動数 5.0×1015（Hz）の光を当てたら，1.64×10‐18（J）のエネルギーをもつ電子

が飛び出した．この金属の仕事関数（J）を求めなさい． 
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カリキュラム（'05）（'15） 基礎生命科学 担当教員：居弥口 大 介 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

 教科書を読んで、以下の設問について解答しなさい 

１．細胞内小器官の（１）核（２）ミトコンドリア（３）リボソームについて、役割を書きなさい。 

２．好気呼吸と嫌気呼吸の違いについて、関係する代謝経路とエネルギー合成効率を中心に説明しな

さい。 

３．タンパク質の役割について列挙しなさい。 

４．（１）血液を構成する成分を答えなさい。（２）これら各成分の役割について簡潔に説明しなさ

い。 

５．交感神経と副交感神経の違いについて述べよ。 

６．ホルモンとは何か、また内分泌撹乱化学物質とは何か、簡潔に説明しなさい。 

７．（１）予防接種とは何か述べよ。（２）予防接種が感染予防に有効である理由を獲得免疫の説明

とともに述べよ。 

８．セントラルドグマについて説明しなさい。 

９．遺伝暗号について説明しなさい。 

10．最近、気になったバイオテクノロジーや医薬関連のニュースについて述べよ。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 文字数の制限はしない・横書き 

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） サスティナビリティ学 担当教員：横 山 隆 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

学習プリントおよび教科書を読んで以下の設問に答えなさい。 

問題１ 生物多様性について、コンスタンザ博士らの研究によって経済学の概念で定義づけられて

いる生態系サービスと自然資本について説明し、その価値についても具体例を示して説明

してください。 

問題２ 日本において歴史的に活用されてきた里山について説明し、なぜ日本の生物多様性保全の

鍵を握っているのか具体的に説明してください。また、日本の里山の現状についても説明

してください。 

問題３ ホットスポットの定義について説明し、世界の中でホットスポットと定めることのできる

地域を 5 箇所選び、その特徴も説明してください。 

問題４ 近代から現代に向かって、われわれの社会が石油漬けとなった理由について説明してくだ

さい。記述内容としては、原油掘削技術、モータリゼーション、石油化学製品をキーワー

ドにしてください。 

問題５ 石油代替エネルギーについて、どのようなものが想定されるか、そのメリット・デメリッ

トも含めて説明してください。記述内容としては、原子力、石油以外の化石燃料、再生可

能エネルギーをキーワードにしてください。

問題６ 東日本大震災、そして福島第一原発事故以後の「原発依存度低減のシナリオ」について国

民から意見を求めた、いわゆる「国民的議論」についてその内容を説明し、これに対する

あなたの意見を述べてください。記述内容としては、3 つのシナリオの内容と、これに対

するあなたの意見とその根拠をキーワードとしてください。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 1,200 字から 2,800 字（図表は含む）・横書き 

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） モチベーションの科学 担当教員：金 間 大 介 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

以下の課題に解答して下さい。 

課題 1 

第 6 章のストーリーで登場した定山新社長は、今後、どのような行動を取るべきだと思います

か？ 

従業員のモチベーション、会社のこれまでの状況、会社の今後の方向性などを考慮した上で、

論じて下さい。 

課題 2 

内発的モチベーションと外発的モチベーションは、わかりやすい対極的な概念である一方、実

際には両者の要素が同時に混在した状況が想定できます。例えば、若手研究者は、純粋な興味

関心から研究に打ち込む一方、いち早く業績を上げ、安定した職や名声を得たいという外的な

誘因にもさらされています。 

そのような状況について、具体例を挙げながら説明して下さい。また、その際、アンダーマイ

ニング効果が及んでいるかどうかについても言及して下さい。

なお，インターネット，書籍，新聞記事，他者の解答等の一部あるいは全部をコピーして提出した場

合，その時点で不合格とし，採点を中止します。これらを参考にしながらレポートを作成する際は，必

ず文中にて引用を明記するとともに，レポートの末尾に引用文献リストを提示して下さい。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 文字数の制限はしない。横書き。 

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） メディア・リテラシー入門 担当教員：伊 東 正 剛 ２単位 

設  題 

＜提出方法：インターネット提出＞ 

以下の課題に解答して下さい。 

課題① 「10 代からの情報キャッチボール入門」の中で、著者の下村健一さんは「受信と発信はコ

インの裏表だ」と指摘しています。どのような意味でしょうか。

課題② 「フェイクニュースの見分け方」の中に書かれている「ハンナ・アーレントの教訓」とい

うのはどのような教訓でしょうか。わかりやすく説明したうえで、現実を単純化させる

ことで陥る罠とフェアネスチェックの視点について論じてください。 

課題③ 「はじめてのニュース・リテラシー」の中に「インターネットの普及によって人類史上

初めて『自分が知りたい情報』だけを選択することが可能になった」という説明があり

ます。『知りたい情報だけを選択できる』というのはどういうことでしょうか。弊害は

ないのでしょうか。「エコーチェンバー」「フィルターバブル」「陰謀論」などのこと

ばを参考に論じてください。 

課題④  あなたが関心を寄せているテーマについて複数の新聞かネットニュースの記事を読んで比

較し、相違点を指摘したうえで自分の意見をまとめてください。テーマは政治、経済、科

学、事件事故、医療、教育、スポーツ、芸術などジャンルを問いません。ただし特定の趣

味の領域に偏ったものは避けてください（例えば好きなアイドルについての記事を読み比

べてみたなど）。取り上げた記事の新聞名（ネットなら媒体名）と日付、見出しは必ず明

記してください。明記されていなければたとえ優れた解答内容であっても不合格としま

す。読み比べる時には「10 代からの情報キャッチボール入門」の四つのギモンと「フェイ

クニュースの見分け方」を頭の隅に置いて読んでください。

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 4つの課題で 2,000字以内。横書き。 

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） 健康科学 担当教員：綿 谷 貴 志 １単位 

設  題 

教科書の第１～５章の内容を対象とし，すべての章の内容に関してそれぞれ 400程度でまとめた

レポートを作成してください（つまり，2,000 字程度のレポートを１つ作成するということ）．

レポート作成の際には教科書や学習用プリントを参考にし，単に学習した内容を並べるだけではな

く，それを通して自身がどのような学びを得たかに関しても適宜触れてください．

作成方法は「ワープロ」又は「筆記」 

ワープロ 用 紙 等：通信教育部標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

筆  記 筆記用具：特に指定しない 

用  紙：市販のレポート原稿用紙（横書き） 

文字数等 2,000字程度（図表を含む）・横書き 

注意事項 レポート内に学籍番号と氏名を忘れずに記載すること

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） 英語Ⅰ（初級英語読解） 担当教員：Charles Mclarty ２単位 

設  題 

次ページの問題を解くこと。 

作成方法は「筆記」のみ 

筆  記 
筆記用具：特に指定しない 

用  紙：次ページ以降の専用解答用紙を印刷して使用すること 

2022年度 
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レポート課題 英語 1 

Comprehension Check 

Read the dialog on page 7 and answer the questions below by 

circling them True ( T ) or False ( F ). 

1 Miyu knows the P.S.U. Bookstore very well. T F 

2 Miyu is searching for magazines and candy. T F 

3 Scott is friendly to Asian people.   T F 

4 Jason likes to razz Scott.   T F 

5 Jason’s friend is a teacher of E. S. L.*   T F 

Fill in The Answers 

Check the dialog again and write the correct answers in the blank 

spaces provided. Use complete sentences, when possible. 

1 Why did Miyu come to the P.S.U. Bookstore? 

2 When Scott and Miyu are talking, who enters the bookstore? 

3 Where in the bookstore are the E.S.L. textbooks? 

4 What place do Miyu, Scott and Jason go to after talking in the 

bookstore?   

5 How many people participated* in this conversation? 

 ( to ) participate- 参加する 
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Multiple Choice 

Find the correct answer below and circle it. 

1 Jason is “from out of town” means that: 

a he is from New Zealand 

b he is from Portland 

c he is not from New Zealand 

d he is not from Portland 

2 Miyu’s “major is E.S.L.” means that:  

a she is studying English as a Seventh Language 

b she is studying English as a Second Language 

c she is studying English as a Second Luggage 

d she is not studying English as a Second Language 

3 “Scott is a Portlander” means that:  

a his hometown is near Portland 

b his hometown isn’t Portland 

c his hometown is Portland 

d his hometown is Oregon 

Fill In The Answers 

Check the conversation again and write the answers to the 

questions below: 

1 Where in Japan is Miyu’s hometown? 

2 What kind of course is Jason taking at PDX Online University? 

3 What is the Japanese word for people from Hokkaido? 

4 Scott’s hometown and Miyu’s hometown have a special 

relationship.* What kind of relationship is it? 

 relationship-関係

14



Matching Exercise 

Match the items ( things ) or people on the left side of this page 

with those on the right side. Use a pen or pencil to draw a line and 

connect items/people that belong together. 

*He likes to razz Scott *Miyu Shibusawa

*Sister Cities *Scott MacDonald

*English as a Second Language *Jason Stolle

*PDX Online University *Portland and Sapporo

*Japanese female student *Miyu’s classes at P.S.U.

*Oriental freak *Jason’s secret

*kiwi fruit *Hokkaido people

*Portland State University *New Zealander

* (to) get it *Miyu’s school

*Dosanko * (to) understand

Fill In The Blanks 

Read the sentences below carefully. Then fill in the blank spaces. 

The answers are all from words or phrases in the exercise above 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Miyu and Scott are both students at   

2 Portland is Sapporo’s American   

3 Jason likes to        Scott by saying that he’s an   

4 Jason is studying for his Ph.D at   

5 Miyu is taking                 at Portland State University. 

6 The Japanese word for Hokkaido people is   

7 In New Zealand, the            is a popular fruit. 

8                    means Japanese people who live in 

Hokkaido. 
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Comprehension Check 

Read the conversation of Chapter 2 again and answer the 

questions below by circling them True ( T ) or False ( F ). 

1 Hot lips Pizza is near the P.S.U. campus. T F 

2 American Dream Pizza can’t deliver to their home. T F 

3 Alisa McDowell wants to eat pizza for dinner. T F 

4 Steve and Hiromi are fans of the Los Angeles Lakers. T F 

Multiple Choice 

Read the sentences below and circle only the ones that are true.  

1 The McDowells cannot order pizza from Hot Lips because: 

a their home is outside the American Dream’s delivery area 

b their home is outside Hot Lips delivery area 

c their home is inside the Hot Lips delivery area 

d their home is not inside the American Dream’s delivery area 

2 Steve tells Miyu that he is happy because:  

a he likes cute, young Japanese women 

b Miyu likes NBA basketball 

c American Dream’s pizza tastes good 

d Miyu is attending his alma mater 

3 Steve becomes angry because:  

a Miyu said the LA Lakers are a great team 

b Miyu did not eat all of her pizza 

c Miyu has never been to a Blazer game 

d Miyu likes Hot Lips pizza more than American Dream pizza. 

Fill In The Answers 

Read Chapter Two’s conversation again. Answer questions below. 

1 Why can’t the McDowells order pizza from Hot Lips pizza? 

2 Who suggests that they eat pizza for dinner? 

3 Where is Steve’s old stomping ground?   

4 What is the name of Portland’s NBA team? 

16



Comprehension Check 

Read the Chapter 3 conversation again. Then answer the 

questions below by circling True ( T ) or False ( F ) 

1 Miyu has night classes on Thursdays. T F 

2 Scott wants to do more studying today. T F 

3 Cindy can speak Japanese well. T F 

4 Scott and Cindy are both Portlanders. T F 

Find The Mistake 

Readthe sentences below.Then circle only those that are false. 

1 Miyu stays in the P.S.U. Library to study until 6 P.M. because: 

a she feels like studying before dinner 

b she has night classes on Thursdays 

c she needs to study more 

2 “Dr. Test” is: 

a the nickname of Miyu’s English Composition teacher 

b the nickname of Dr. Gherahim Nairais 

c a medical license examination for doctors   

3 Cindy Yamaguchi is:  

a an attorney in Portland 

b a lawyer in Portland  

c taking daytime classes in Commercial Law 

4 Scott does not like tests in political science because: 

a Dr. Nairais gives nasty tests 

b Dr. Sludge gives nasty tests 

c Dr. Sludge gives difficult tests 

Fill In The Answers-Please answer the questions below. 

1 Who are the two professors Miyu and Scott call infamous? 

2 Why is Dr. Nairais called “Dr.Test” by students? 

3 Why does Miyu say “Konnichiwa” to Cindy in Japanese? 

17



Listen Up  D-1 

Miyu is at the checkout counter of the Whole Foods supermarket. 

She is paying for her groceries. Listen to her conversation with 

the clerk. Then circle the correct answers below. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Miyu pays for her groceries by: 

a cash 

b credit card 

c personal check 

2 The sales clerk puts Miyu’s groceries in: 

a a plastic bag 

b a paper bag 

c Miyu’s shopping bag 

3 The sales clerk gives Miyu:  

a a receipt 

b a parking stamp 

c a discount coupon 

Further Listening 

Now listen to the conversation again. Then answer the questions 

below. Be sure to listen carefully.  

1 The total price of Miyu’s groceries is: 

a $12.70 

b $20.70 

c $20.17 

d $12.17 

2 Miyu went to Whole Foods by: 

a bicycle 

b car 

c streetcar 

d bus 

Bonus Question-Why did Miyu use a paper for her groceries? 

18



Miyu’s Special Wordwrap 

The wordwrap below contains words and phrases from chapters 

three and four. Find the words or phrases and circle them. One 

has been done for you. Remember, all the words curve and bend. 

They don’t go in straight lines. Good luck! 

Word and 

Phrase List 

1 Nasty 

2 Infamous 

3 Feel like 

4 Hit  the  books 

5 Give me a buzz 

6 (You can) say 

that again 

7 Pricey 

8 Crazy about 

9 Express lane 

10 Tacos 

11 Whole Foods    
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英語Ⅱ（初級英会話）のレポート課題について 

英語Ⅱ（初級英会話）のレポート課題は、履修登録すると対象学生は閲覧することができま

す。 

課題の内容は複数用意されており、ランダムに選択された課題が表示されますので、表示さ

れた課題について解答してください。 

レポート課題は、履修登録すると科目名が表示されますので、「詳細表示」をクリックする

と画面下にファイル操作ウィンドウが表示されるので、「保存」の右横にある▼をクリック

してから、「名前を付けて保存」をクリックしてファイルを保存してください。 

2022年度 
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カリキュラム（'05）（'15） 英語Ⅲ（中級英語読解） 担当教員：竹 内 典 彦 ２単位 

設  題 

⑴ ①p25～p26、スティーブ・ジョブズ
②p31～p32、ディズニーとマーベル

③p37～p38、アロハの魅力

④p43～p44、ニューヨーク

⑤p49～p50、ロサンゼルス

⑥p61～p62、スターバックス

⑦p73～p74、アマゾン

⑧p85～p86、フェイスブック

この中から最も関心を持ったユニット（章）を２つ選び感想を日本語でしっかりと長い文章で書き

なさい。

⑵ 次の各問いに英語で答えなさい（長い文章で）
① What is the greatness of Steve Jobs?

② Why did Disney buy Marvel?

③ Why does Hawaii attract a lot of people?

④ What are some of the attractions in New York City?

⑤ Why is Los Angeles one of the most fascinating places in the world?

⑥ What are some of the criticisms against Starbucks?

⑦ What are some of the good and bad points of Amazon?

⑧ Write the history of Facebook.

⑶ 次の各問いに日本語で答えなさい（長い文章で）。
① アップル社の製品を持っている人もいるかと思いますが、貴方にとってのアップル製品に関わる

経験を書いて下さい。

② ディズニー社とマーベル社の代表的な作品をそれぞれ書きなさい。

③ 「アロハ精神」とはどのようなものかを説明しなさい。

④ ニューヨークは 2001 年の同時多発テロ以来どのように変わりましたか？

⑤ なぜロサンゼルス（ハリウッド）で映画産業やポップカルチャー（大衆文化）が発展したのです

か？

⑥ シュルツが目指した「第 3の場所」とは？

⑦ アマゾンで扱っている商品の種類（例：書籍）を書きなさい。

⑧ フェイスブック社が利益を上げている方法を詳しく説明しなさい。

※インターネット試験を選択した場合は、ファイル形式で提出します。

提出方法は、ポータルサイト「無限大キャンパス」を ご確認ください。

作成方法は「ワープロ」または「筆記」のみ 

ワープロ 用 紙 等：本学通信教育部の標準フォーマット・コピー用紙等（無地） 

筆  記 
筆記用具：ボールペン（黒・青）・鉛筆・シャープペンシル（HB・B・２B・濃い鉛筆） 

用  紙：市販のレポート用紙（横罫のみ） 

文字数等 特に制限なし。しかし、長くしっかりとした文章で書いて下さい。横書き。 

注意事項 
①問題は全ての問に解答してください。難しい問題があったとしても努力してみましょう。

②レポートとして簡潔というより中身の濃い答えを期待します。

そ  の  他 講義で扱った人物、土地、事物について教科書以外の機会（インターネット、新聞、本、 

地図、テレビ、映画、デパート、専門店など）でぜひ、フィールドワーク学習をして下 

さい。英語Ⅲの学習を通して、世界をより身近にしましょう。 

2022年度 
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 5 
Comprehension Check 
 
Read the conversation of Chapter 1 again. Then answer the 
questions below by circling True ( T ) or False ( FF ).  
 
1 The advisor is from California.                       TT    F 
2 Yoshie wants to study in the United States.           TT    F 
3 Yoshie knows Portland, Oregon very well.             TT    F 
4 The other student’s friend likes Portland.             TT    F 
5 Yoshie’s hometown is Sapporo.                       TT    F 
 
Fill In The Blanks 
 
Complete the sentences below by writing the answers in the 
blank spaces. The answers are on page 11 of the textbook. 
 
1 The advisor is not from                or                   . 
He is from                             . 
2 The other student’s friend is studying at                     . 
3 Yoshie’s hometown is            but she works in           . 
4 The advisor gives Yoshie a                                 . 
5 Yoshie wants to study abroad in the                        . 
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DDialog Comprehension Review 
Read the conversation on page 7 again. Then write the correct 
answers to the questions below. Check the conversation carefully. 
 
1 Where is the Ryugaku Center located? 
                                                            . 
 
2 Which country does Yoshie want to study abroad in? 
                                                            . 
 
3 Where is the advisor’s hometown?  
                                                            . 
 
4 Where in Japan is Yoshie’s hometown? 
                                                            . 
 
5 Who says that her friend is studying in America? 
                                                            . 
 
6 What university is her friend attending? 
                                                            . 
 
7 What kind of information does the advisor give to Yoshie? 
                                                            . 
 
8 Why does the other student say Yoshie should go to Portland? 
                                                            . 
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CComprehension Check 
Read the conversation of Chapter 2 once again. Then answer the 
questions below by circling True ( T ), False ( FF ) or Not Clear( ?? ) 
 
1 Yoshie already knows the P.S.U. campus very well.   TT  F  ? 
2 Donald Inoue is a professor of business at P.S.U.     TT  F  ? 
3 Yoshie likes Steve.                                TT  F  ? 
4 Roddy is a computer whizbang.                    TT  F  ? 
5 Prof. Von Hinglebaum dislikes Chef Naoko’s obento. TT  F  ? 
Multiple Choice 
Read the sentences below and circle only the ones that are true. 
 
1 Yoshie is taking classes in: 
A English as a Second Luggage 
B English as a Second Language 
C English as a Seventh Language 
D English as Seventh Luggage 
2 Roddy is “a whizbang at computers” means:  
A He likes computers 
B He’s a computer instructor 
C He’s good at using computers 
D He’s not good at using computers 
3 Donald Inoue is the “big cheese” means: 
A He’s a company president 
B He’s a company resident 
C He’s a university president 
D He’s a cheese lover 
4 Steve already knows Yoshie’s name because: 
A He is her boyfriend 
B He is her English professor 
C He works in the student registration office 
D He memorizes the names of Asian female students 
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FFind The Mistake 
Read these sentences from the Chapter 3 conversation. Then 
circle the answers. Be sure to circle only those that are ffalse.  
 
1 Art Decker, the P.E. instructor: 
A tells Yoshie to run 5 laps around the gymnasium 
B makes Yoshie run 5 laps around the gymnasium 
C orders Yoshie to run 5 laps around the gymnasium 
D asks Yoshie to run 5 laps around the gymnasium 
 
2 Steve, Alisa and Yoshie all hate Fitness 101 because: 
A Mr. Decker is a hard-nosed teacher 
B Mr. Decker makes them do too many exercises 
C Mr. Decker doesn’t make them do enough exercises 
D Mr. Decker is an unfair teacher 
 
3 Yoshie says Dr. Graphmark’s class is a breeze because: 
A the class is not easy 
B the classroom is too cold 
C the class is very easy 
D the class is not difficult 
 
4 Yoshie likes Mr. West’s class because: 
A he’s a handsome teacher 
B he’s a handsome man 
C he gives nice homework 
D she has a crush on him 
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LListening Section            Listen Up C-1 
Steve and Donald are talking about some of their former 
professors and classes. Listen and fill in the information below.  
 
1 Steve’s High School Teacher, Mr. Schleinhelm 
Subject/Class                                 
Mr. Schleinhelm’s Nickname                   
 
2 Donald’s College Teacher, Professor Inoue 
Subject/Class                                 
Prof. Inoue’s Nickname                        
 
Now listen again carefully and be sure to check your answers. 
 
Further Listening   C-2 
Listen to their conversation once more. Why did Steve’s teacher 
And Donald’s professor get such nicknames? Write in the reasons 
for their nicknames below. 
 
Steve’s Teacher-Mr. Schleinhelm 
Reason for His Nickname                                       
Donald’s Professor, Prof. Inoue 
Reason for His Nickname                                        
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CComprehension Check 
Read the Chapter 4 conversation once again. Then answer the 
questions below by circling True ( T ), False ( FF ) or Not Clear(??). 
Be sure to check the meaning carefully. 
 
1 Yoshie orders Green Curry with Prawns for dinner. TT   F   ? 
2 Steve suggests drinking at Paddy’s Irish Bar.      TT   F   ? 
3 Yoshie is into Kung Fu action movies.             TT   F   ? 
4 Steve is into Kung Fu action movies.              TT   F   ? 
5 Sylvia Krickstein already knows Steve.             T   F   ? 
 
Multiple Choice 
Read the statements below carefully. Then circle only the ones 
that are true. Be sure to consider the meaning before answering. 
 
1 Yoshie says that Sylvia is the big cheese because: 
A Sylvia is into eating cheese 
B Sylvia eats lots of cheese 
C Sylvia is on an all-cheese diet   
D Sylvia is Head of the Career Counseling Center 
 
2 The P.S.U. amusement area in Smith Memorial Center has: 
A Video games, billiards, bowling and table tennis 
B Video games, bowling, tennis and billiards 
C Video games, table tennis, billiards and air hockey 
D Video games, air hockey, table tennis and bowling 
 
3 Yoshie is not into: 
A movies without violence 
B game centers or amusement places 
C movies with violence 
D playing the guitar 
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DDialog Comprehension Review 
Read the Chapter 5 conversation again. Then write answers to 
the questions below. Be sure to check the meaning carefully. 
 
1 What is the name of the product Yoshie presents? 
                                                              
 
2 How many times a day should people take the vitamin pills? 
                                                              
 
3 Where is Yoshie practicing her business presentation? 
                                                              
 
4 Who corrects Yoshie’s English grammar? 
                                                              
 
5 Why did Yoshie put a vitamin pill in Prof. Hinglebaum’s mouth? 
                                                              
 
6 Which files is the secretary searching for? 
                                                              
 
7 When does Professor Hinglebaum have a faculty meeting? 
                                                               
 
8 Do Steve, Professor Hinglebaum and the secretary all like the 
taste of the vitamin pills? 
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2022年度 
 

カリキュラム（'05）（'15） 初級中国語 担当教員：田 中 英 夫 ２単位 

設 題  

＜提出方法：インターネット提出＞ 

 
次ページ以降の課題について、課題番号ごとにＡかＢを選択して解答し、Word等に入力して下さい。 
（例：「１．Ａ」「２．Ｂ」・・・「９９．Ａ」「１００．Ｂ」） 
課題のタイトルに「発音編」「文法編・読解編」「会話編・中国語の豆知識編」と分けており、該当
教科書のページを明記しているので、参考にして解答して下さい。 

作成方法は「ワープロ」 

ワープロ 通信教育部標準フォーマット。Word や PDF ファイルで保存してインターネット科目試験ページから提出。 

文字数等 文字数の制限はしない 
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初級中国語「レポート課題」(発音編その１) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書『誰でも簡単に話せる中国語日常会話』（田中英夫著、朝日出版社）発音編（１４頁～３１ 

頁）の学習内容を参考に、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題（発音編その１）を解答して下さい。 

 A B 解答 

１． 中国南方地区のことばを基礎にする共通語 

➔普通话 

中国北方地区のことばを基礎にする共通語 

➔普通话 

 

２． 阿倍仲麻呂 

➔遣隋留学生 

阿倍仲麻呂 

➔遣唐留学生 

 

３． 妈妈 māmā 

➔母親  

妈妈 māma 

➔母親  

 

４． k(e) 

➔子音の有気音 

k(e) 

➔子音の無気音 

 

５． jú（局）➔子音（j）＋母音（u）からなる音節 

➔母音（u）の原型は ü 

jú（局）➔子音（j）＋母音（u）からなる音節 

➔母音（u）の原型は u 

 

６． Chūn(春)➔子音（ｃｈ）＋母音（un）からなる音節 

➔母音（un）の原型は uen 

Chūn(春)➔子音（ｃｈ）＋母音（un）からなる音節 

➔母音（un）の原型は uan 

 

７． ei 
➔複母音 

er 
➔複母音 

 

８． 艺术 

➔中国の簡体字 

芸術 

➔中国の簡体字 

 

９． chuī(吹く)➔子音（ｃｈ）＋母音（ui）からなる音節 

➔母音（ui）の原型は uei 

chuī(吹く)➔子音（ｃｈ）＋母音（ui）からなる音節 

➔母音（ui）の原型は uai 

 

１0． 中国の特別行政区 

➔香港 

中国の特別行政区 

➔上海 
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初級中国語「レポート課題」(発音編その２) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書『誰でも簡単に話せる中国語日常会話』（田中英夫著、朝日出版社）発音編（１４頁～３１ 

頁）の学習内容を参考に、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題（発音編その２）を解答して下さい。 

 A B 解答 

１１． ài (爱) 

➔複母音からなる音節（原形のまま） 

ài (爱) 

➔n と ng を伴う母音からなる音節（原型のまま） 

 

１２． yóu (油) 

➔複母音からなる音節(原型は iou) 

yóu (油) 

➔複母音からなる音節(原型は you) 

 

１３． yuè (月) 

➔複母音からなる音節（原型はüe） 

yuè (月) 

➔n と ngを伴う母音からなる音節（原型はüe） 

 

１４． wǔ (五) 

➔単母音からなる音節（原型は u） 

wǔ (五) 

➔複母音からなる音節（原型は u） 

 

１５． jué（决）➔子音（j）＋母音（ue）からなる音節 

➔母音（ue）の原型は üe 

jué（决）➔子音（j）＋母音（ue）からなる音節 

➔母音（ue）の原型は ue 

 

１６． yī (衣) 

➔単母音からなる音節（原型は i） 

yī (衣) 

➔単母音からなる音節（原型は yi） 

 

１７． yīng (英) 

➔n と ngを伴う母音からなる音節（原型は ing） 

yīng (英) 

➔n と ngを伴う母音からなる音節（原型は ying） 

 

１８． ēn (恩)    

➔n と ngを伴う母音からなる音節（原型のまま） 

ēn (恩)    

➔複母音からなる音節（原型のまま） 

 

１９． qún (群)➔子音（q）＋母音（un）からなる音節 

➔母音（un）の原型は uen 

qún (群)➔子音（q）＋母音（un）からなる音節 

➔母音（un）の原型は ün 

 

２0． niú（牛）➔子音（n）＋母音（iu）からなる音節 

➔母音（iu）の原型は iu 

niú（牛）➔子音（n）＋母音（iu）からなる音節 

➔母音（iu）の原型は iou 
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初級中国語「レポート課題」(文法編・読解編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書[新版]『会話で学ぶ/CD付初級中国語』（田中英夫著、丸善プラネット）第１課（２０

頁～２３頁）と第２課（２５頁～２９頁）を学習して、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題を解答し

て下さい。 

 A B 解答 

２１． 现在七点一刻。 

➔今七時十五分です。（日本語訳） 

现在七点一刻。 

➔今七時四十五分です。（日本語訳） 

 

２２． あなたの名前は何と言いますか。 

➔你叫什么名字？（中国語訳） 

あなたの名前は何と言いますか。 

➔你姓什么名字？（中国語訳） 

 

２３． お会いできて非常に嬉しいです。 

➔见到您非常高兴。（中国語訳） 

お会いできて非常に嬉しいです。 

➔见到我非常高兴。（中国語訳） 

 

２４． あなたは何時に学校に行きますか。 

➔你几点去学校？ 

あなたは何時に学校に行きますか。 

➔你几点学校去？ 

 

２５． 不用客气。 

➔Búyòng kèqì。(中国語ピンイン)              

不用客气。 

➔Búyòng kèqi。(中国語ピンイン)    

 

２６． 明日は何曜日ですか。 

➔明天星期几？（中国語訳） 

明日は何曜日ですか。 

➔明天几星期？（中国語訳） 

 

２７． お名前は何とおっしゃいますか。 

➔您贵叫？（中国語訳） 

お名前は何とおっしゃいますか。 

➔您贵姓？（中国語訳） 

 

２８． 明日は金曜日です。 

➔明天星期五。（中国語訳） 

明日は金曜日です。 

➔明天星期四。（中国語訳） 

 

２９． 私もとても嬉しいです。 

➔我也很高兴。（中国語訳） 

私もとても嬉しいです。 

➔我很也高兴。（中国語訳） 

 

３0． 您好！ 

➔Níhǎo！(中国語ピンイン)  

您好！ 

➔Nínhǎo！(中国語ピンイン)  
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初級中国語「レポート課題」(文法編・読解編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書[新版]『会話で学ぶ/CD付初級中国語』（田中英夫著、丸善プラネット）第３課（３１

頁～３５頁）と第４課（３７頁～４０頁）を学習して、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題を解答し

て下さい。 

 A B 解答 

３１． 私は２年間勉強しました。 

➔我学了两年。（中国語訳） 

私は２年間勉強しました。 

➔我学了二年。（中国語訳） 

 

３２． 彼はインターネットをしていません。 

➔他没在上网。（中国語訳） 

彼はインターネットをしていません。 

➔他在没上网。（中国語訳） 

 

３３． 彼女はプリンタを持っていません。 

➔她没有打印机。（中国語訳） 

彼女はプリンタを持っていません。 

➔她有打印机没。（中国語訳） 

 

３４． あなたは何年間勉強しましたか。 

➔你学了几年？（中国語訳） 

あなたは何年間勉強しましたか。 

➔你了学几年？（中国語訳） 

 

３５． 上网 

➔diàn nǎo(中国語ピンイン)              

电脑 

➔diàn nǎo(中国語ピンイン)    

 

３６． あなたは妹がいませんか。 

➔你有没有妹妹？（中国語訳） 

あなたは妹がいませんか。 

➔有你妹妹没有？（中国語訳） 

 

３７． 中国語の発音はわりと難しいです。 

➔汉语的发音不太难。（中国語訳） 

中国語の発音はわりと難しいです。 

➔汉语的发音比较难。（中国語訳） 

 

３８． 張さんは何をしていますか。 

➔小张在干什么？（中国語訳） 

張さんは何をしていますか。 

➔小张在什么干？（中国語訳） 

 

３９． 彼女は電話をしているところです。 

➔她在打电话呢。（中国語訳） 

彼女は電話をしているところです。 

➔她电话打在呢。（中国語訳） 

 

４0． 中国語の文法はあまり難しくありません。 

➔汉语的语法比较难。（中国語訳） 

中国語の文法はあまり難しくありません。 

➔汉语的语法不太难。（中国語訳） 
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初級中国語「レポート課題」(文法編・読解編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書[新版]『会話で学ぶ/CD付初級中国語』（田中英夫著、丸善プラネット）第５課（４２

頁～４５頁）と第６課（４７頁～５０頁）を学習して、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題を解答し

て下さい。 

 A B 解答 

４１． あなたの弟は何歳ですか。 

➔你弟弟多大？（中国語訳） 

あなたの弟は何歳ですか。 

➔你弟弟多高？（中国語訳） 

 

４２． 老师 

➔lǎosī (中国語ピンイン) 

老师 

➔lǎoshī (中国語ピンイン) 

 

４３． 私の家は蘇州にあります。 

➔我家在苏州。（中国語訳） 

私の家は蘇州にあります。 

➔我家苏州在。（中国語訳） 

 

４４． 彼は病院で働きます。 

➔他在医院工作。（中国語訳） 

彼は病院で働きます。 

➔他在工作医院。（中国語訳） 

 

４５． 蘇州は上海から遠いですか。 

➔苏州离上海远吗？（中国語訳） 

蘇州は上海から遠いですか。 

➔离上海远苏州吗？（中国語訳） 

 

４６． 蘇州は東洋のベニスと言われています。 

➔苏州被称为东方的威尼斯。（中国語訳） 

蘇州は東洋のベニスと言われています。 

➔苏州称被为东方的威尼斯。（中国語訳） 

 

４７． 蘇州は水の都だそうですね。 

➔听说苏州是座水城。（中国語訳）      

蘇州は水の都だそうですね。 

➔听说水城是座苏州。（中国語訳）      

 

４８． ご両親はどこで働いていますか。 

➔你父母在哪里工作？（中国語訳） 

ご両親はどこで働いていますか。 

➔你父母哪里在工作？（中国語訳） 

 

４９． 私はしょっちゅう上海へ遊びに行きます。 

➔我经常去上海玩。（中国語訳） 

私はしょっちゅう上海へ遊びに行きます。 

➔我经常去玩上海。（中国語訳） 

 

５０． 私は妹より三歳年上です。 

➔我比妹妹小三岁。（中国語訳） 

私は妹より三歳年上です。 

➔我比妹妹大三岁。（中国語訳） 
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初級中国語「レポート課題」(文法編・読解編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書[新版]『会話で学ぶ/CD付初級中国語』（田中英夫著、丸善プラネット）第７課（５２

頁～５５頁）と第８課（５７頁～５９頁）を学習して、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題を解答し

て下さい。 

 A B 解答 

５１． 私は焼きそばを食べたい。あなたは？ 

➔我想吃炒面,你呢？（中国語訳） 

私は焼きそばを食べたい。あなたは？ 

➔我想炒面吃,你呢？（中国語訳） 

 

５２． 私は４本のペンを買います。 

➔我买四本钢笔。（中国語訳） 

私は４本のペンを買います。 

➔我买四枝钢笔。（中国語訳） 

 

５３． 私はセーター１枚を買います。 

➔我一件毛衣买。（中国語訳） 

私はセーター１枚を買います。 

➔我买一件毛衣。（中国語訳） 

 

５４． 私は食堂へ夕食を食べに行きます。 

➔我去食堂吃晚饭。（中国訳） 

私は食堂へ夕食を食べに行きます。 

➔我吃晚饭食堂去。（中国語訳） 

 

５５． 全部で 150元です。 

➔一共一百五十块钱。（中国語訳） 

全部で 150元です。 

➔一百五十块一共钱。（中国語訳） 

 

５６． 我不想看电影。 

➔私は映画を見たくない。（日本語訳） 

我不想看电影。 

➔私は映画を見ない。（日本語訳） 

 

５７． クレジットカードで支払ってもいいですか。 

➔可以用信用卡付款吗?（中国語訳） 

クレジットカードで支払ってもいいですか。 

➔可以信用卡付款用吗?（中国語訳） 

 

５８． このネックレスはいくらですか。 

➔这条项链多少钱？（中国語訳） 

このネックレスはいくらですか。 

➔这件项链多少钱？（中国語訳） 

 

５９． 私は２枚の便箋を買います。 

➔我买两张信纸。（中国語訳） 

私は２枚の便箋を買います。 

➔我买两枚信纸。（中国語訳） 

 

６0． あなたは何を飲みたいですか。 

➔你喝想什么？ 

あなたは何を飲みたいですか。 

➔你想喝什么？ 
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初級中国語「レポート課題」(文法編・読解編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書[新版]『会話で学ぶ/CD付初級中国語』（田中英夫著、丸善プラネット）第９課（６１

頁～６４頁）と第１０課（６６頁～６９頁）を学習して、「復習とまとめ」の二者択一クイズ式課題を解答

して下さい。 

 A B 解答 

６１． 喜欢 

➔xǐhuān (中国語ピンイン) 

喜欢 

➔xǐhuan (中国語ピンイン) 

 

６２． 我会一点汉语。 

➔私は中国語が少しできます。（日本語訳） 

我会一点汉语。 

➔私は中国語ができます。（日本語訳） 

 

６３． 去年の夏休み、あなたはどこに行きましたか。 

➔去年暑假去了你哪里？（中国語訳） 

去年の夏休み、あなたはどこに行きましたか。 

➔去年暑假你去了哪里？（中国語訳） 

 

６４． 私は北京に行きました。 

➔我去了北京。（中国語訳） 

私は北京に行きました。 

➔我去过北京。（中国語訳） 

 

６５． 天安门 

➔Tiānānmén（中国語ピンイン） 

天安门 

➔Tiān’ānmén（中国語ピンイン） 

 

６６． 教えてもらえますか。 

➔你能教我吗？（中国語訳） 

教えてもらえますか。 

➔你教我能吗？（中国語訳） 

 

６７． 私はポップスが好きです。 

➔流行歌曲喜欢我。（中国語訳） 

私はポップスが好きです。 

➔我喜欢流行歌曲。（中国語訳） 

 

６８． 私はセリフを聞いて分かります。 

➔我听得懂台词。（中国語訳） 

私はセリフを聞いて分かります。 

➔我听懂得台词。（中国語訳） 

 

６９． 私は京劇を見たことがあります。 

➔我看了京剧。（中国語訳） 

私は京劇を見たことがあります。 

➔我看过京剧。（中国語訳） 

 

７0． この歌はとてもいい歌です。 

➔这首歌很好听。（中国語訳） 

この歌はとてもいい歌です。 

➔这首歌很听好。（中国語訳） 
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初級中国語「レポート課題」(会話編・中国語の豆知識編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書『誰でも簡単に話せる中国語日常会話』（田中英夫著、朝日出版社）会話編第十三

課（１３２頁～１３８頁）と第十四課（１４０頁～１４６頁）「コラボ型会話のフレーズ」、「中国語の豆知識」

を参考に、解答して下さい。 

 A B 解答 

７１． 胡さんもお金を借りたいのか？ 

➔胡小姐也想借钱吗？（中国語訳） 

胡さんもお金を借りたいのか？ 

➔胡小姐想借钱也吗？（中国語訳） 

 

７２． 她没借钱。 

➔彼女はお金を借りていない。（日本語訳） 

她没借钱。 

➔彼女はお金を借りない。（日本語訳） 

 

７３． 彼女は銀行でお金を借りていない。 

➔她没在银行借钱。（中国語訳） 

彼女は銀行でお金を借りていない。 

➔她在没银行借钱。（中国語訳） 

 

７４． 春节（Chūnjié） 

➔春分（日本語訳） 

春节（Chūnjié） 

➔旧正月（日本語訳） 

 

７５． 多少钱？ 

Duōshǎo qián？➔（中国語ピンイン） 

多少钱？ 

Duōshao qián？➔（中国語ピンイン） 

 

７６． 彼は辞典を返却した。 

➔他还了辞典。（中国語訳） 

彼は辞典を返却した。 

➔他还辞典。（中国語訳） 

 

７７． 他想还辞典。 

➔彼は辞典を返却したい。（日本語訳） 

他想还辞典。 

➔彼は辞典を返却する。（日本語訳） 

 

７８． 他在还辞典。 

➔彼は辞典を返却している。（日本語訳） 

他在还辞典。 

➔彼は辞典を返却する。（日本語訳） 

 

７９． 劉さんも辞典を返却したことがないのか？ 

➔小刘也没还过辞典吗？（中国語訳） 

劉さんも辞典を返却したことがないのか？ 

➔小刘没还过辞典也吗？（中国語訳） 

 

８0． 养乐多 

➔ユニクロ（日系企業名） 

优衣库 

➔ユニクロ（日系企業名） 
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初級中国語「レポート課題」(会話編・中国語の豆知識編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書『誰でも簡単に話せる中国語日常会話』（田中英夫著、朝日出版社）会話編第十五

課（１４８頁～１５４頁）と第十六課（１５６頁～１６２頁）「コラボ型会話のフレーズ」、「中国語の豆知識」

を参考に、解答して下さい。 

 A B 解答 

８１． 彼女は北京から日本に来たのではない。 

➔她不是从北京来日本的。（中国語訳） 

彼女は北京から日本に来たのではない。 

➔她不是来日本从北京的。（中国語訳） 

 

８２． 公共汽车 

➔タクシー（日本語訳） 

出租汽车 

➔タクシー（日本語訳） 

 

８３． 她想来日本。 

➔彼女は日本に来たい。（日本語訳） 

她想来日本。 

➔彼女は日本に来る。（日本語訳） 

 

８４． 彼女は日本に来ていない。 

➔她没来日本。（中国語訳） 

彼女は日本に来ていない。 

➔她不来日本。（中国語訳） 

 

８５． 陳さんも日本に来たことがあるのか？ 

➔陈小姐也来过日本吗？（中国語訳） 

陳さんも日本に来たことがあるのか？ 

➔陈小姐来过日本也吗？（中国語訳） 

 

８６． 她去了中国。 

➔彼女は中国に行く。（日本語訳） 

她去了中国。 

➔彼女は中国に行った。（日本語訳） 

 

８７． 彼女は今年中国に行きたくない。 

➔她今年不想中国去。（中国語訳） 

彼女は今年中国に行きたくない。 

➔她今年不想去中国。（中国語訳） 

 

８８． 花菜     

➔カリフラワー（日本語訳） 

卷心菜  

➔カリフラワー（日本語訳） 

 

８９． 彼女は中国に行ったことがある。 

➔她过去中国。（中国語訳） 

彼女は中国に行ったことがある。 

➔她去过中国。（中国語訳） 

 

９0． 山本さんも中国に行ったことがあるのか？ 

➔山本女士也去过中国吗？（中国語訳） 

山本さんも中国に行ったことがあるのか？ 

➔山本女士去过中国也吗？（中国語訳） 
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初級中国語「レポート課題」(会話編・中国語の豆知識編) 

次の A と B、正しいのはどっち？ 

指定教科書『誰でも簡単に話せる中国語日常会話』（田中英夫著、朝日出版社）会話編第十七

課（１６４頁～１７０頁）と第十八課（１７２頁～１７８頁）「コラボ型会話のフレーズ」、「中国語の豆知識」

を参考に、解答して下さい。 

A B 解答 

９１． 他穿了西装。 

➔彼はスーツを着る。（日本語訳）

他穿了西装。 

➔彼はスーツを着た。（日本語訳）

９２． ヨーグルト

➔酸奶（中国語訳）

ヨーグルト

➔牛奶（中国語訳）

９３． 周さんも会社でスーツを着るのか？ 

➔周先生也在公司穿西装吗?（中国語訳）

周さんも会社でスーツを着るのか？ 

➔周先生也在公司西装穿吗?（中国語訳）

９４． 劉さんもスーツを着たことがないのか？ 

➔刘先生也没穿过西装吗？（中国語訳）

劉さんもスーツを着たことがないのか？ 

➔刘先生没穿过西装也吗？（中国語訳）

９５． 对不起！ 

➔どういたしまして！（日本語訳）

不用谢！ 

➔どういたしまして！（日本語訳）

９６． 大久保さんもオーバーコートを脱ぎたいのか？ 

➔大久保先生也想脱大衣吗？（中国語訳）

大久保さんもオーバーコートを脱ぎたいのか？ 

➔大久保先生想也脱大衣吗？（中国語訳）

９７． 彼はオーバーコートを脱ぎたくない。 

➔他不想脱大衣。（中国語訳）

彼はオーバーコートを脱ぎたくない。 

➔他想脱大衣不。（中国語訳）

９８． 彼はオーバーコートを脱いだことがない。 

➔他没脱过大衣。（中国語訳）

彼はオーバーコートを脱いだことがない。 

➔他不脱过大衣。（中国語訳）

９９． 福田さんはどこでオーバーコートを脱ぐのか？ 

➔福田先生在哪里脱大衣？（中国語訳）

福田さんはどこでオーバーコートを脱ぐのか？ 

➔福田先生在脱大衣哪里？（中国語訳）

１０0． 肯德基 

➔マクドナルド（日本語訳）

麦当劳 

➔マクドナルド（日本語訳）
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