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出題領域の分類、各問題の振り分けは講師の主観で

国のかたち

指導者
地理
歴史
現代の情勢
広い意味の文化



各回初級試験の全４０問の分類を試みる

第５回初級４０全問

国旗 中国 中国 人口数 首都 国の次 孫文の 貿易戦争 GDP 最古の文字 東西交易 鑑真建立
図 正式名称 英語名 行政単位 革命理論 相手国 世界何位 亀甲・牛骨 道の名 寺の名
五星紅旗 中華人民共和国 CHINA １４億人 北京 省 三民主義 アメリカ 世界２位 甲骨文字 シルクロード 唐招提寺

唐派遣 唐宋元明清 鎌倉期 歴代王朝 朝鮮舞台 香港植民地 １９３７年 日中国交 中国開催 日中領有権 中国 中国南西部
使節名 時代順 日本攻撃 建設の壁 １９世紀末 戦争名 日中衝突 回復時 五輪地名 紛争島名 大河川 高い山脈

戦争名 戦争名 日本首相
遣唐使 唐宋元明清 元 万里の長城 日清戦争 アヘン戦争 日中戦争 田中角栄 北京大会 尖閣諸島 黄河 ヒマラヤ山脈

中国 象形文字 音読み 中国の北側 中国 中国北部 中国動物 中国料理 自行車 中国名字 中国発祥 中国上位
観光地 図 水 国 陶磁器 暖房材 シロクロ 日本有名 最多 ゲーム スポーツ
九寨溝 山 すい ロシア 景徳鎮 石炭 パンダ マーボー 自転車 王 マージャン ピンポン

豆腐

中国菓子 中国の 中国の 漢字の一部
読み物 正月 日本の文字

月餅 三国志 春節 片仮名

講師が「難問」とまでは言わずとも
やや骨っぽいと思った問題は太枠で囲む

以下同様



第６回初級全問

国旗 中国 中国・英語 中国語 お金の単位 人口数 首都 建国年 面積 紫禁城 建国記念日 国の次
カタカナ こんにちは 日本語 960万 正門 呼び名 行政単位

日本何倍 国の次
五星紅旗 中華人民共和国 チャイナ ニイハオ ゲン １４億人 北京 １９４９年 26倍 天安門 国慶節 省

貿易戦争 GDP 中国 最大民族 西藏 西安 唐派遣 歴代王朝 日中国交 敗北・香港 清代 マカオ
相手国 世界何位 最長河川 ラサ 文化遺産 使節名 建設の壁 回復時 植民地 北京近港 1999年

日本首相 戦争名 返還
アメリカ ２位 長江 漢族 チベット自治区 兵馬俑 遣唐使 万里長城 田中角栄 アヘン戦争 天津 ポルトガル

中国開催 日中領有権 中国北部 中国 中国上位 中国の 人＋言・信 ひらがな 四書 三蔵法師 中国発祥 中国人
五輪地名 紛争島名 暖房材 陶磁器 スポーツ 正月 由来 論語 ゲーム 観光客日本
北京大会 尖閣諸島 石炭 景徳鎮 卓球 春節 会意文字 草書体 孔子 西遊記 マージャン 東京

十二支 ディズニーランド 食事 国家主席
いのしし 香港 病気 党総書記

写真
中国で豚 上海 医食同源 習近平



第７回初級全問

国旗 中国 中国・英語 お金の単位 人口数 直轄市４ 建国年 面積 行政単位 紫禁城 国家主席 建国記念日
日本語 でない市 960万 国の次 正門 党総書記 呼び名

図 正式名称 カタカナ 日本何倍 写真 写真
５星紅旗 中華人民共和国 チャイナ ゲン １４億人 深圳　 １９４９年 26倍 省 天安門 習近平 国慶節

貿易戦争 中国GDP 中国 多民族国家 西安 歴代王朝 中国料理 敗北・香港 中国正月 陸地で 毛沢東 ジャイアント
相手国 世界何位 最長河川 漢族の次 文化遺産 壁建設 唐辛子・花椒 植民地 旧正月 接しない国 政治運動 パンダ

写真 写真 香辛料 戦争名 プロレタリア 何科
アメリカ ２位 長江 チワン族 兵馬俑 万里長城 四川料理 アヘン戦争 春節 大韓民国 文化大革命 クマ科

漢字 発音＋文字 孔子の教え 清代 マカオ 日中領有権 香港返還後 中国人 中国北部 三蔵法師 中国発祥 十二支
一部取る 青＋日=晴 弟子まとめ 北京近港 1999年返還 紛争・島 50年制度維持 観光客日本 暖房材 ゲーム イノシシ
カタカナ 形声文字 論語 天津 ポルトガル 尖閣諸島 一国二制度 東京 石炭 西遊記 マージャン 豚
イスラム教 中国語 食事 西藏
中国 ありがとう 病気 ラサ
回教 シイエシイエ 医食同源 チベット自治区



第８回初級全問
地図白部分 中国=china 健康法 中国語 中国 人口数 直轄市 建国年 面積 行政単位 都市写真 建国記念日
何省 china 老若公園 今晩は 多く使用 ４市 960万 最小は テレビ塔 国慶節

他の意味は 武術 電子マネー 選べ 日本何倍 1995年完成 いつか
河北省 陶磁器 太極拳 晩上好 アリペイ １４億人 天津 １９４９年 26倍 鎮 上海 10月1日

地図河川 現国家主席 チベット 新疆ウイグル族 室町時代 多民族国家 西安 中秋節 オリンピック １９３７年 アヘン戦争 世界遺産登録

揚子江 顔写真４人 西藏 自治区南部 明・日本人 漢族の次 文化遺産 月見 北京 日中衝突 敗北 国内
自治区首府 大砂漠 水墨画 写真 伝統的食べ物 万博 戦争名 植民地 2019年7月

長江 習近平 ラサ タクラマカン 雪舟 チワン族 兵馬俑 月餅 上海 日中戦争 香港 55

マカオ 香港返還後 日中領有権 シンボル花 毛沢東 ジャイアント 中国 漢字 湖北省 孔子の教え 日中 三蔵法師
1999年返還 50年制度維持 紛争・島 国花ない 政治運動 パンダ 四大発明 数量・位置 省都 弟子まとめ 国交回復 孫悟空=猿

楊貴妃愛好 プロレタリア 何科 点・線 何年 猪八戒は
ポルトガル 一国二制度 尖閣諸島 牡丹 文化大革命 クマ科 紙 指事文字 武漢 論語 １９７２年 豚

唐派遣 ○○見ずして 食事 イスラム教

使節名 山を見た言えず 病気 中国
安徽省

遣唐使 黄山 医食同源 回教



第９回初級全問

首都 イスラム教 人口 伝統武術 干支動物 ある省地図 現中国建国 日本37万 大熊猫 168ｍテレビ塔 国慶節 習近平
日中講習会 日本ちがう 黄河の北 西暦 平方キロ 写真 写真

北京 中国で回教 １４億人 太極拳 亥 河北省 １９４９年 26倍 ジャイアントパンダ 上海 10月1日 ③

孔子 一衣帯水 多民族 西安文化遺産 中秋節 オリンピック １９９７年 領有権 対中使節 毛沢東 中国スポーツ 西遊記
弟子 帯・河川 56 写真 月見 万博 主権返還 日中対立 ７－８世紀 1966-76 世界トップ 猪八戒
論語 長江 漢族 兵馬俑 月餅 上海 香港 尖閣諸島 遣唐使 プロ文革 卓球 ブタ

非中華 ○○見ずして 郵便ポスト 北京観光 動物・国獣 中国・ゲーム 食事 ブルース・リー 旧正月 中国 藤野先生 日本文字

安徽省 色 ない 医療根本 共通点 国土面積 漢字一部
トムヤンクン 黄山 緑 西湖 龍 マージャン 医食同源 カンフー 春節 世界4位 魯迅 カタカナ

福建省 夏季五輪 貿易戦争 北方民族
茶 冬季五輪 写真
ウーロン茶 2022年 アメリカ 万里の長城



第５回から第９回の初級出題領域まとめ

第５回 第６回 第７回 第８回 第９回

国のかたち 6 14 14 9 6

指導者 1 1 1 1 1
地理 4 1 2 6 8
歴史 9 5 4 5 2
現代情勢 5 5 6 6 4
文化 15 14 13 13 19

合計 40 40 40 40 40

「国のかたち」が８回以降減少しているように見えますが、「地理」が増加し
ており、両者を合わせて「国のかたち」と言えなくもありません。「歴史」が
大きく減っていますが、結果的には難易度を下げています。



おさらいしておきましょう（赤字はこれまではまだ出題なし）

【国のかたち】

国の正式名称、その英語名（日本語読みで）、国旗、国の花（制定さ
れていない、シンボルとして牡丹）、人口、建国年、建国記念日（日に
ちと名称）、首都、行政区分（４つの直轄市、省、自治区、市、県、鎮、
郷、旗）、民族（漢族、チワン族、チベット族）、貨幣単位

国会相当（全国人民代表大会）、内閣相当（国務院）、最高裁

相当（最高人民法院）、軍隊（人民解放軍）



おさらいしておきましょう（赤字はこれまではまだ出題なし）

【指導者】

孫文（辛亥革命で中華民国、三民主義=民族・民権・民生）、習近平（現国家
主席、党総書記）、毛沢東（建国、文化大革命）

鄧小平（改革開放）、周恩来（建国から死去まで首相）、李克強（現国務院
総理・首相）

【地理】

河川（黄河、長江）、山脈・山（ヒマラヤ、黄山）、周辺国（ロシア、大韓民国）、
観光地（九寨溝）、砂漠（タクラマカン）、省と省都や地図の形（湖北、河北）、
大都市写真（上海）

世界遺産（2019年9月段階５５件）

ゴビ砂漠（内蒙古自治区）



おさらいしておきましょう（赤字はこれまではまだ出題なし）

【歴史】

＜古代＞兵馬俑、遣唐使、東西交易（シルクロード）、鑑真（唐招提
寺）、万里の長城

＜中世＞明と室町（雪舟）

＜近世＞北京の港=天津（清代）、アヘン戦争、日清戦争

＜現代＞日中戦争（1937年）

元寇（中世・鎌倉時代）



おさらいしておきましょう（赤字はこれまではまだ出題なし）

【現代の情勢】
＜歴史的事件＞文化大革命（毛沢東）、日中国交回復（1972年、田中
角栄）、オリンピック（北京、2008年）、万博（上海、2010年）、香港返還
（1997年、英国）、マカオ返還（1999年、ポルトガル）
中国の国連代表権復帰（1971年・台湾の追放・ひとつの中国）、改革開放
（1978年・鄧小平）
＜焦眉の問題＞
GDP世界２位、貿易戦争（米中）、領有権紛争（日中、尖閣諸島）、
2019年中国人観光客世界順位（日本のトップは東京）、香港情勢
（一国二制度）、中国の電子マネー（アリペイ）
技術覇権（５G、華為/ファーウェイ）



おさらいしておきましょう（赤字はこれまではまだ出題なし）

【文化】

＜言葉・文字＞

最古の文字（甲骨文字）、日本語と漢字（カタカナ、平仮名、音読みと訓読み）、会意文字（人＋言→信）、形声
文字（日＋青→晴）、指事文字（→上・下・中、一・二・三）、中国語（ニイハオ=こんにちは、シイエシイエ=ありが
とう、晩上好=こんばんは）。自行車=自転車

＜スポ－ツ・ゲーム＞

太極拳（健康法・武術）、世界で上位（卓球）、中国発祥ゲーム（マージャン）、中国のディズニーランド（上海・
香港）

＜動物・干支＞

ジャイアントパンダ（クマ科）、十二支のイノシシ=豚

＜風俗・習慣・伝統＞

中国正月（春節）、月見（中秋節）、陶磁器（別名CHINA、景徳鎮）、イスラム教=回教、北方の暖房材=石炭、最
多の姓（王）

＜食べ物＞月餅（中秋節）、四川料理（唐辛子・花椒、マーボー豆腐）、医食同源

＜書籍・物語・発明＞中国四大発明（紙・火薬・印刷・羅針盤）、西遊記（三蔵法師・孫悟空/猿・猪八戒/豚）、
三国志、論語（孔子）

京劇、切り絵、李白（詩仙）、杜甫（詩聖）、科挙



講師の主観で「難問」、「奇問」に相当すると思うもの

こ
の
問
題
は
「特
級
地
理
」相
当
。

そ
の
場
合
も
「青
色
」部
分
が

海
で
あ
る
と
説
明
す
る
必
要

有
り
。



仮に推定できなかった問題でも四択だ

第８回第１問、地図から省名を当てる問題四択を見てみましょう。

①四川省 ②江西省 ③河北省 ④安徽省

この中で海に接していない省は？四川・安徽は明快。江西、河北どっ
ちや？江西は井崗山革命根拠地があり、長征の出発地で山奥。河北
は北京、天津を取り囲み海と接している？と。最後はえいやっで③。



第９回

中国の郵便ポストは何色

①赤 ②黒 ③緑 ④紫

こ
の
問
題
は
現
地
の
経
験
が
な

け
れ
ば
回
答
で
き
な
い
。
中
国

映
画
の
場
面
に
で
な
い
こ
と
も

な
い
が
奇
問
相
当
。

正解



毎回出ています

•第５回から第８回まで毎回 「言語」・「漢字」に関わる出題がありま
す。これは基本だけザット読んでおきましょう（公式テキスト・９「言
語」243-264頁）。

象形文字 会意文字 形声文字 指事文字

カタカナ ひらがな

こんにちは⇔ニイハオ 晩上好⇔こんばんは さようなら⇔再見

シイエシイエ⇔ありがとう


