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汉语日常用语

序 言

HànyŒ rìcháng yòngyŒ

本書は，中国語のネイティブ・スピーカーが，普段の生活の中でなにげ
なく使っている定型表現を，目的別・状況別にシンプルな対話例とともに
紹介した会話表現集です。
毎日なにげなく使っている定型表現というのは，実は文法的にそれほど
難しいわけではありません。ごくシンプルであったり，決まってこう言う
という定型表現がかなり存在しています。けれども，私たちが何か言おう
とすると，「言えそうで言えない」「通じているようで正確には通じていな
い」という状況に陥ってしまうことも，またよくあることです。
本書は，「こんなときにはこう言う」表現，「言えそうで言えない」表現
などを，目的別・状況別に，すべて３通りづつ使用頻度の高い定型表現を
優先して収録しました。対話例は A: と B: の一往復からなるやりとりで簡
潔にまとめ，自然な語り口になるように心がけました。すべてにピンイン，
必要と思われる単語には語句注を付けましたので，辞書をたびたび引かず
に単語力をつけることができます。また，本書は初級学習者を対象にして
いますが，定型表現の幅をさらに広げたい，ヒアリング力や対話表現力を
さらに高めたいという中級以上の学習者の方にも対応できるものと思われ
ます。
頭で考えながら学習することも大切ですが，まずは CD を何度も繰り返
し聞きながら会話表現を覚えていきましょう。そして，表現が口をついて
出てくるようになるまで，ぜひ何度も声に出して練習することをお薦めい
たします。
最後になりましたが，本書の対話例を美しい発音で表情豊かに吹き込ん
でいただいた陳浩さん，梁月軍さんに心から感謝を申し上げます。そして，
企画から編集まで多大なご尽力をいただきました（株）語研編集部の島袋
一郎氏に，心から感謝を申し上げます。
  2005 年 9 月
于

美香

于

羽
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★ 本書の中国語タイトルは《汉语日常用语》です。CD には，対話例の中国語のみが１回，
自然な速さで収録されています。また，対話例で A*: や B*: の “＊” マークは，CD の男
性パートを表しています。

★ 中国語には日本語にない発音がいくつかあります。本書ではピンインのほか，発音の目

安として便宜上，仮名ルビもつけましたが，正確な中国語の発音を身につけるためには，
CD を用いた繰り返し学習が効果的です。
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1-01. ➠ 起床
2
01

□ 001

おはよう！

早上好！ Zäoshang häo!
A: 早上好！  睡得好吗？
Zäoshang häo! Shuìde häo ma?
        ザオシャン          ハオ           シュエイダ       ハオ        マ

B*: 睡得不太好。
Shuìde bú tài häo.

★ “睡＋得《程度補語》＋好《形容詞》”
「よく眠れた」。
“不太〜”「あまり〜ない」。
「よく眠れたよ」なら，“睡得不错。
Shuìde búcuò.”。“ 不 错 ” は「 よ い ,
すばらしい」。

シュエイダ      ブー   タイ      ハオ

A: おはよう！ よく眠れた ?
B: あまりよく眠れなかった。

□ 002

起きて！

起来吧！ Qœlái ba!
A: 到点了！  起来吧！
Dào diän le! Qœlái ba!
    ダオ     ディエン    ラ         チィーライ    バ

★ “吧”「文末で提案，依頼の語気を表す」。
“让我”「（私に）〜させてください」。
“5 分钟”「5 分間」。“钟” は「《時間の長
さを表し》〜間（かん）」。

B*: 再让我睡 5 分钟。
Zài ràng wö shuì wŒ fënzhõng.
  ザイ       ラン       ウオ    シュエイ    ウー       フェンヂョン

A: 時間よ！ 起きて！
B: あと 5 分寝かしてくれ。

□ 003

早く起きて！

快起床吧！ Kuài qœchuáng ba!
A: 迟到了！  快起床吧！
Chídào le!
チーダオ        ラ

Kuài qœchuáng ba!
クアイ        チィーチュアン       バ

★ “迟到”「遅刻する」。
“快”「早く」。
“ 糟 了 ”「 し ま っ た， 失 敗 し た，
大変だ」。

B*: 糟了！  现在几点了？
Zãole!

Xiànzài jœ diän le?

     ザオラ                         シエンザイ     ジー ディエン   ラ

A: 遅刻するわよ！ 早く起きて !
B: しまった！ 今何時 ?
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1-02. ➠ 就寝
□ 004

おやすみなさい。

挨拶・社交

2
02

晚安。Wän’ãn.
A*: 哟，10 点了，该睡觉了。
Yõ, shí diän le,

gãi shuìjiào le.

B: 晚安。
Wän’ãn.
ワンアン

□ 005

質問と受け答え

A: あ，10 時だよ，もう寝なきゃ。
B: おやすみなさい。

先に寝るよ。

我先睡了。Wö xiãn shuì le.
Kùn le. Wö xiãn shuì le.
クエン     ラ           ウオ      シエン    シュエイ   ラ

チィン     バー        ナオヂョオン        シォー     ダオ    リィウ  ディエン

A: 眠くなった。先に寝るよ。
B: 目覚まし時計を 6 時にセットしておいてね。

こんな遅い時間だ，もう寝よう。

勧誘・申し出・提案

□ 006

这么晚了，睡觉吧。Zhème wän le, shuìjiào ba.
A*: 这么晚了，睡觉吧。
Zhème wän le, shuìjiào ba.
★ “叫”「声をかける」。

Míngtiãn zäoshang qï diän qœng jiào wö qœchuáng.
ミィンティエン            ザオシャン      チィー ディエン    チィン     ジアオ     ウオ       チィーチュアン

A: こんな遅い時間だ，もう寝よう。
B: 明日の朝 7 時に起こしてね。
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依頼・許可・
要求・忠告

     ヂォーマ          ワン     ラ      シュエイジアオ     バ

B: 明天早上 7 点请叫我起床。

意見・意思を
伝える

Qœng bä nàozhõng shè dào liù diän.

★ “困”「（疲れて）眠い」。
“闹钟”「目覚まし時計」。
“设”「準備する」。

情報を交換する

A*: 困了。我先睡了。
B: 请把闹钟设到 6 点。

感情・性格

ヨー            シー    ディエン    ラ              ガイ    シュエイジアオ     ラ

★ “哟”「《軽い驚きを表して》
あ，おや，あれっ」。
“该”「〜すべきである」。
“睡觉”「眠る，寝る」。

1-03. d 食事を始めるとき
2
03

□ 007

ご飯ができたわよ。

饭好了。Fàn häo le.
★ “饭”「ご飯，食事」。
“好”「〜ができあがる」。
“菜”「おかず，料理」。

A: 饭好了。
Fàn häo le.
ファン      ハオ     ラ

B*: 肚子饿了。今天是什么菜？
Dùzi è le. Jïntiãn shì shénme cài?
ドゥツー オ ラ         ジンティエン    シー         シェンマ       ツァイ

A: ご飯ができたわよ。
B: お腹空いた。今日はどんなおかず？

□ 008

食事ですよ！

开饭了！ Kãifàn le!
A: 开饭了！
Kãifàn le!
カイファン      ラ

B*: 好香啊！
Häoxiãng a!
ハオシアン          ア

★ “开饭”「食事を始める」。
“香”「味がよい，おいしい」。
“啊”「《文末に用いて》親しげな語気を示す」。
ちなみに，“啊”は直前の字の韻母が a・e・・
i o・
ü・ai・ei のとき ya の音に，u・ou・ao の
とき wa の音に，an・en のとき na の音に
変わることが多い。それぞれ “呀” “哇” “哪”
と書いても可。

A: 食事ですよ！
B: おいしそう！

□ 009

みんなそろったわね？

到齐了吧？ Dàoqí le ba?
A: 到齐了吧？
Dàoqí le ba?

★ “到齐”「全員到着する，全員そろう」。
“吧”「文末で同意，確認の語気を表す」。

  ダオチィー    ラ     バ

B*: 那么，干杯吧。
Nàme, gãnbëi ba.
    ナーマ             ガンベイ       バ

A: みんなそろったわね？
B: では，乾杯しましょう。
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1-04. d 食事が終わったとき
□ 010

とてもおいしかった，ごちそうさま。

挨拶・社交

2
04

真好吃，吃好了。Zhën häochï, chïhäo le.
A*: 真好吃，吃好了。
Zhën häochï, chïhäo le.

B: 真的？  那太好了。
Zhënde? Nà tài häo le.
      ヂェンダ                ナー     タイ     ハオ      ラ

□ 011

質問と受け答え

A: とてもおいしかった，ごちそうさま。
B: 本当？ それはよかった。

おいしくいただきました，ありがとう。

我吃得很好，谢谢。Wö chïde hån häo, xièxie.
Wö chïde hån häo, xièxie.
ウオ        チーダ       ヘン       ハオ         シエシエ

B: 吃饱了吗？

★ 食 事 を 招 待 さ れ た と き，
レストランの人へも使え
る表現。
“吃饱”「おなかいっぱい
に食べる」。

意見・意思を
伝える

Chïbäo le ma?
チーバオ        ラ      マ

A: おいしくいただきました，ありがとう。
B: お腹いっぱいになった？

とてもよいお味でした。

勧誘・申し出・提案

□ 012

味道很好。Wèidao hån häo.
A*: 味道很好。
Wèidao hån häo.
★ “过奖”「ほめすぎる」。

Xièxie, guòjiäng le.
    シエシエ             グオジアン         ラ

A: とてもよいお味でした。
B: ありがとう，ほめすぎですよ。

5
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依頼・許可・
要求・忠告

ウエイダオ        ヘン      ハオ

B: 谢谢，过奖了。

情報を交換する

A*: 我吃得很好，谢谢。

感情・性格

   ヂェン          ハオチー           チーハオ      ラ

★ 中国語では「いただきます」「ごちそうさま」の決
まった表現はない。でも，おいしくて満足した気
持ちを伝えよう。

1-05. d 外出するとき
3
01

□ 013

行ってきます。

我走了。Wö zöu le.
A*: 我走了。
Wö zöu le.
ウオ       ゾウ     ラ

B: 今天能早回来吗？

★ “我走了。” は家庭だけでなく，職場
などでも使うあいさつ。「ただいま」
は “我回来了。”（Wö huílai le.），「お
かえり」は “你回来了。
”（Nœ huílai
le.）。

Jïntiãn néng zäo huílai ma?
ジンティエン      ノン         ザオ     ホエイライ      マ

A: 行ってきます。
B: 今日は早く帰れるの？

□ 014

学校に行ってきます。

我上学去了。Wö shàngxué qù le.
A*: 我上学去了。
Wö shàngxué qù le.

★ “加”「〜する」。
“小心”「気をつける，用心する」。

ウオ         シャンシュエ      チュー   ラ

B: 多加小心。
Duõ jiã xiäoxïn.
ドゥオ     ジア       シアオシン

A: 学校に行ってきます。
B: 気をつけてね。

□ 015

遊びに行ってきます。

我去玩儿了。Wö qù wánr le.
A*: 我去玩儿了。
Wö qù wánr le.
ウオ   チュー     ワール      ラ

B: 别回来太晚了。

★ “别”「《禁止を示して》〜するな」。

Bié huílai tài wän le.
  ビエ     ホエイライ   タイ        ワン     ラ

A: 遊びに行ってきます。
B: あまり遅くならないように帰るのよ。

6
日常中国語会話ネイティブ表現 ためし読み → Webページへ

1-06. d 友人・知人に出会ったとき
□ 016

こんにちは。

挨拶・社交

3
02

你好。Nœ häo.
A*: 你好。
Nœ häo.

B: 小王，你好。
Xiäo Wáng, nœ häo.

★ “小”「（年下の人の名字や名前の
前につけて）〜さん，〜ちゃん」。

シアオ            ワン        ニー    ハオ

□ 017

質問と受け答え

A: こんにちは。
B: 王さん，こんにちは。

元気？

你好吗？ Nœ häo ma?
Nœ häo ma?
ニー    ハオ        マ

ハイ   コォーイー

Nœ ne?

ニー     ナ

A: 元気？
B: まあまあよ。あなたは？

最近，調子どう？

最近怎么样？ Zuìjìn zånmeyàng?
A*: 最近怎么样？
Zuìjìn zånmeyàng?

B: 还是老样子。
Háishi läo yàngzi.
ハイシ        ラオ         ヤンズ

A: 最近，調子どう？
B: あいかわらずよ。

7
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依頼・許可・
要求・忠告

  ズエイジン            ゼンマヤン

★ “怎么样”「《情況を尋ねて》どうですか」。
“还是”「依然として，なおも」。
“老”「もとからの，いつもの」。
“样子”「様子，情況」。
「元気です」なら，“我挺好的。”（Wö tœng
häo de.）。

勧誘・申し出・提案

□ 018

意見・意思を
伝える

Hái kåyœ.

★ “还”「（程度が）まずまず，けっこう」。
“可以”「けっこうな，なかなかよい」。
“可以” は “行”（Xíng）と置き換えても可。
“呢”「疑問の気分を表す助詞」。

情報を交換する

A*: 你好吗？
B: 还可以。   你呢？

感情・性格

ニー     ハオ

1-07. d 偶然，友人・知人に出会ったとき
3
03

□ 019

奇遇ですね。

真巧。Zhën qiäo.
A: 真巧。

★ “巧”「偶然，たまたま」。

你怎么在这儿？

Zhën qiäo. Nœ zånme zài zhèr?
   ヂェン       チアオ

ニー        ゼンマ        ザイ    ヂォール

B*: 我去那个剧场看了话剧。
Wö qù nàge jùchäng kànle huàjù.
ウオ   チュー    ナーガ        ジューチャン        カンラ      ホアジュー

A: 奇遇ですね。どうしてここにいるの？
B: その劇場に芝居を観に行ってたんですよ。

□ 020

こんなところで会うなんて。

没想到能在这儿碰见你。

Méi xiängdào néng zài zhèr pèngjiàn nœ.
A: 小王？     为什么到这儿？
Xiäo Wáng? Wèishénme dào zhèr?
シアオ           ワン

ウエイシェンマ          ダオ     ヂォール

B*: 没想到在这儿能碰见你。
Méi xiängdào zài zhèr néng pèngjiàn nœ.

★ “想到”「思いつく，予想する」。
“碰见”「（思いがけなく）出会う」。

メイ          シアンダオ          ザイ    ヂォール      ノン          ポンジエン        ニー

A: 王さん？ どうしてここに来てるの？
B: こんなところで会うなんて。

□ 021

また会えるなんて思ってもみなかった。

没想到能再见到你。Méi xiängdào néng zài jiàndào nœ.
A: 听说你换了工作了。
Tïngshuõ nœ huànle gõngzuò le.

★ “ 听 说 ”「 〜 だ そ う だ（ ね ），
〜って聞いたけど」。

ティンシュオー     ニー      ホアンラ           ゴォンズオ        ラ

B*: 是，没想到能再见到你。
Shì, méi xiängdào néng zài jiàndào nœ.
シー         メイ          シアンダオ            ノン       ザイ        ジエンダオ     ニー

A: あなたが転職したって聞いたけど。
B: そう，また会えるなんて思ってもみなかった。

8
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1-08. d 友人・知人に久々に再会したとき
□ 022

久しぶり！

挨拶・社交

3
04

好久没见！ HäojiŒ méi jiàn!
★ “好久”「長い間」。

A*: 小陈，好久没见！
Xiäo Chén, häojiŒ méi jiàn!

感情・性格

シアオ         チェン        ハオジィウ       メイ     ジエン

B: 对，最近好吗？
Duì, zuìjìn häo ma?
ドエイ      ズエイジン     ハオ        マ

□ 023

質問と受け答え

A: 陳さん，久しぶり！
B: そうね，元気？

また会えてうれしいわ。

很高兴再见到你。Hån gãoxìng zài jiàndào nœ.
Bìyè yœhòu yìzhí méi jiànguo.
ビーイエ     イーホウ      イーヂー       メイ       ジエングオ

★ “过”「《動詞＋ “过” で》
〜したことがある」。経
験を表す。

B: 很高兴再见到你。

意見・意思を
伝える

Hån gãoxìng zài jiàndào nœ.
ヘン          ガオシィン        ザイ      ジエンダオ      ニー

A: 卒業してからずっと会ってなかったね。
B: また会えてうれしいわ。

何年ぶりかな。

好几年没见了。Häo jœ nián méi jiàn le.
A*: 你好，小王！

好几年没见了。

Nœ häo, xiäo Wáng! Häo jœ nián méi jiàn le.
ハオ    ジー   ニエン       メイ     ジエン    ラ

B: 有 2 年了。变得精神了，都没有认出来。
Yöu liäng nián le. Biànde jïngshen le, dõu méiyöu rènchulai.
ヨウ        リアン       ニエン     ラ           ビエンダ          ジィンシェン       ラ        ドウ          メイヨウ         レンエンチュライ

A: こんにちは，王さん。何年ぶりかな。
B: 2 年ぶりです。はつらつとされて，見違えましたよ。
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依頼・許可・
要求・忠告

ニー     ハオ       シアオ           ワン

★ “ 精 神 ”「 は つ ら つ と し
ている，元気である」。
“- 出来”「物事の発見・
識別を表す」。

勧誘・申し出・提案

□ 024

情報を交換する

A*: 毕业以后一直没见过。

1-09. d 初対面の人に会ったとき①〜プライベート
4
01

□ 025

お会いできてうれしいです。

见到你很高兴。Jiàndào nœ hån gãoxìng.
A: 来介绍一下。这位是李先生。
Lái jièshào yíxià. Zhè wèi shì Lœ xiãnsheng.
ライ       ジエシャオ      イーシア          ヂォ      ウエイ   シー    リー         シエンション

★ “一下”「《動詞の後に用いて》
短い時間［試しに］行うこと
を表す；ちょっと」。
“位”「人を数える量詞」。

B*: 见到你很高兴。我叫中村。
Jiàndào nœ hån gãoxìng. Wö jiào ZhõngcÆn.
    ジエンダオ      ニー    ヘン        ガオシィン             ウオ     ジァオ        ヂョオンツエン

A: 紹介します。こちらが李さんです。
B: お会いできてうれしいです。中村と申します。

□ 026

はじめまして。

初次见面。ChÆcì jiànmiàn.
A: 让我来介绍一下，这是小王。
Ràng wö lái jièshào yíxià, zhè shì xiäo Wáng.
ラン        ウオ    ライ     ジエシャオ       イーシア       ヂォ      シー     シアオ           ワン

B*: 初次见面，我叫山本。

★ “您好。” と言っても可。

ChÆcì jiànmiàn, wö jiào Shãnbån.
チュウツー        ジエンミエン         ウオ    ジアオ         シャンベン

A: 紹介しましょう，こちらが王さんです。
B: はじめまして，私は山本です。

□ 027

どうぞよろしく。

请多多关照。Qœng duõduõ guãnzhào.
A: 请多多关照。
Qœng duõduõ guãnzhào.
チィン       ドゥオドゥオ         グアンヂャオ

B*: 彼此彼此，请多关照。
Bœcœ bœcœ,

★ “彼此”「お互いさま」。

qœng duõ guãnzhào.

ビーツー  ビーツー                     チィン     ドゥオ         グアンヂャオ

A: どうぞよろしく。
B: こちらこそ，どうぞよろしく。
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1-10. d 初対面の人に会ったとき②〜ビジネス
□ 028

〜さんでいらっしゃいますか。

您是〜先生［女士］吗？ Nín shì ~ xiãnsheng[nﬂshì] ma?

挨拶・社交

4
02

A: 抱歉，您是周先生吗？
Bàoqiàn, nín shì Zhõu xiãnsheng ma?
★ “女士”「《女性に対する敬称》
〜さん」。

B*: 我是。您是佐藤女士吗？
Wö shì. Nín shì Zuöténg nﬂshì ma?
ウオ      シー         ニン      シー          ズオトン         ニューシー     マ

□ 029

質問と受け答え

A: 失礼ですが，周さんでいらっしゃいますか。
B: 私です。佐藤さんですか。

私は〜会社の…と申します。

我是〜公司的…。Wö shì ~ gõngsï de ... .
Wö shì Sãnyöu gõngsï de yïngyè bùzhäng Qiáobån.

B: 久仰久仰，我姓刘。

意見・意思を
伝える

JiŒyäng jiŒyäng, wö xìng Liú.

チアオベン

★ “久仰久仰”「お名前［おうわさ］は
かねてから伺っています」。

    ジィウヤン         ジィウヤン         ウオ      シィン     リィウ

A: 私は三友社営業部長の橋本と申します。
B: おうわさはかねがね伺っております。私は劉と申します。

お会いできて光栄です。

勧誘・申し出・提案

□ 030

能见到您很荣幸。Néng jiàndào nín hån róngxìng.
A*: 能见到您很荣幸。
Néng jiàndào nín hån róngxìng.

依頼・許可・
要求・忠告

ノン          ジエンダオ       ニン      ヘン         ロォンシィン

B: 今后请多多关照。
Jïnhòu qœng duõduõ guãnzhào.
    ジンホウ      チィン        ドゥオドゥオ         グアンヂャオ

A: お会いできて光栄です。
B: これからどうぞよろしくお願いいたします。
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情報を交換する

A*: 我是三友公司的营业部长桥本。
ウオ      シー         サンヨウ         ゴォンスー      ダ         インイエ          ブーヂャン

感情・性格

      バオチエン          ニン    シー       ヂョウ            シエンション           マ

1-11. d 人と別れるとき①〜別れ
4
03

□ 031

じゃあ，またね。

那么，再见了。Nàme, zàijiàn le.
A*: 那么，再见了。
Nàme, zàijiàn le.
ナーマ          ザイジエン      ラ

B: 今天过得很愉快。
Jïntiãn guòde hån yúkuài.
ジンティエン       グオダ         ヘン       ユークアイ

A: じゃあ，またね。
B: 今日は楽しかったわ。

□ 032

また来週ね！

下星期见！ Xiàxïngqï jiàn!
A*: 下星期见！
Xiàxïngqï jiàn!
シアシィンチィー     ジエン

B: 祝你周末愉快！
Zhù nœ zhõumò yúkuài!

★ 友人同士などの場合，“祝你” をとっ
て，“周末愉快。” とだけ言っても可。

ヂュウ    ニー      ヂョウモー         ユークアイ

A: また来週！
B: よい週末を！

□ 033

またあとでね。

回头见。Huítóu jiàn.
A*: 我先去了。
Wö xiãn qù le.
ウオ      シエン   チュー   ラ

B: 回头见。

★ “回头”「のちほど，後で」。

Huítóu jiàn.
ホエイトウ      ジエン

A: 先に行ってるよ。
B: またあとでね。
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1-12. d 人と別れるとき②〜見送り
□ 034

お先に失礼します。《職場で》

挨拶・社交

4
04

我先走了。Wö xiãn zöu le.
A: 我先走了。
Wö xiãn zöu le.

感情・性格

ウオ      シエン      ゾウ      ラ

B*: 辛苦了。
XïnkŒ le.
シンクー      ラ

□ 035

質問と受け答え

A: お先に失礼します。
B: お疲れ様でした。

〜によろしく。

替我向〜问好。Tì wö xiàng ~ wènhäo.
Zàijiàn!
   ザイジエン

B*: 再见！  替我向小王问好。
Tì wö xiàng xiäo Wáng wènhäo.

   ザイジエン                ティー  ウオ       シアン        シアオ          ワン            ウエンハオ

A: さようなら。
B: さようなら。王さんによろしくね。

気をつけて帰ってね。

勧誘・申し出・提案

□ 036

慢走啊！ Mànzöu a!
A: 慢走啊！

★ “慢走”「お気をつけて」。

Mànzöu a!

依頼・許可・
要求・忠告

マンゾウ         ア

B*: 谢谢。下次银座见。
Xièxie. Xiàcì Yínzuò jiàn.
シエシエ

シアツー         インズオ       ジエン

A: 気をつけて帰ってね。
B: ありがとう。今度は銀座でお会いしましょう。
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意見・意思を
伝える

Zàijiàn!

★ “替”「〜に代わる」。
“向〜问好”「〜によ
ろしく」。

情報を交換する

A: 再见！

1-13. d 人と別れるとき③〜破局
5
01

□ 037

これからは会うのをやめましょう。

今后就不要再见了。Jïnhòu jiù bú yào zài jiàn le.
A: 最近我们总是吵架。
Zuìjìn wömen zöngshì chäojià.
ズエイジン        ウオーメン          ゾォンシー        チャオジア

★ “总是”「いつも，ずっと」。
“吵架”「口ケンカする」。
“就”「それならば，ほかでもなく」。

B*: 今后就不要再见了。
Jïnhòu jiù bú yào zài jiàn le.
    ジンホウ     ジィウ  ブー     ヤオ      ザイ    ジエン     ラ

A: 私たち，この頃ケンカばかりしてるね。
B: これからは会うのをやめよう。

□ 038

私たち，もう別れましょう。

我们分手吧。Wömen fënshöu ba.
★ “分手”「別れる，さよならする」。
“俩”「二人」。
“好处”「有利な点，利益，得」。

A: 我们分手吧。
Wömen fënshöu ba.
ウオーメン         フェンショウ       バ

B*: 这样对我们俩都有好处。
Zhèyàng duì wömen liä dõu yöu häochu.
     ヂォーヤン        ドエイ      ウオーメン     リア      ドウ       ヨウ         ハオチュ

A: 私たち，もう別れましょう。
B: そのほうがお互いのためだね。

□ 039

うまくいってないの。

我们相处得不好。Wömen xiãngchŒde bù häo.
A: 最近我们相处得不好。
Zuìjìn wömen xiãngchŒde bù häo.
ズエイジン        ウオーメン           シアンチュウダ          ブー     ハオ

★ “相处”「付き合う」。
“到底”「《疑問文に用いて》
いったい，結局」。

B*: 到底怎么了？  发生了什么事？
Dàodœ zånme le?

Fãshëng le shénme shì?

ダオディー         ゼンマ        ラ                    ファーション      ラ         シェンマ        シー

A: 私たち最近，うまくいってないの。
B: いったいどうしたの？ 何があったの？
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1-14. d プレゼントを渡すとき
□ 040

これをあなたにプレゼントします。

挨拶・社交

5
02

这个送给你。Zhège sòng gåi nœ.
A*: 这个送给你。
Zhège sòng gåi nœ.

B: 谢谢。可以打开看看吗？
Xièxie. Kåyœ däkãi kànkan ma?
シエシエ          コォーイー   ダーカイ         カンカン          マ

□ 041

ほんの気持ちですが…。

这是我的一点儿小意思。Zhè shì wö de yìdiänr xiäoyìsi.
Zhè shì wö de yìdiänr xiäoyìsi.
ヂォー     シー     ウオ     ダ      イーディアル      シアオイース

B: 谢谢你的细心。

意見・意思を
伝える

Xièxie nœ de xìxïn.
シエシエ      ニー   ダ     シィーシン

A: ほんの気持ちだけですが…。
B: ご丁寧にありがとうございます。

これは〜からのおみやげです。

这是从〜带来的礼物。Zhè shì cóng ~ dàilái de lœwù.
A*: 这是从上海带来的礼物。
Zhè shì cóng Shànghäi dài lái de lœwù.

B: 啊呀！  谢谢你的关心。
Ãyã!
アーヤー

Xièxie nœ de guãnxïn.

★ “关心”「気遣い，関心（を持つ），
気にかける」。

シエシエ      ニー   ダ          グアンシン

A: これ，上海からのおみやげです。
B: まあ！ お心遣い，ありがとう。

15
日常中国語会話ネイティブ表現 ためし読み → Webページへ

依頼・許可・
要求・忠告

ヂォー    シー      ツオン            シャンハイ        ダイ     ライ    ダ     リーウー

勧誘・申し出・提案

□ 042

情報を交換する

★ “小意思”「心ばかりのもの，
寸志」。

A*: 这是我的一点儿小意思。

質問と受け答え

A: これをあなたにプレゼントします。
B: ありがとう。開けて見てもいい？

感情・性格

   ヂォーガ        ソォン      ゲイ    ニー

★ “送”「贈る，プレゼントする」。
“给”「《（奉仕の）対象を表して》
〜に，〜のために」。
“可以”「〜してよい」。
“打开”「開ける，開く」。

1-15. d プレゼントをもらったとき
5
03

□ 043

すばらしいプレゼント，どうもありがとう。

谢谢你送的精美礼物。Xièxie nœ sòng de jïngmåi lœwù.
A: 谢谢你送的精美礼物。
Xièxie nœ sòng de jïngmåi lœwù.

★ “精美”「精巧できれいな，すばらしい」。
“礼物”「贈り物，プレゼント」。

シエシエ     ニー    ソォン      ダ        ジィンメイ      リーウー

B*: 很高兴你喜欢。
Hån gãoxìng nœ xœhuan.
ヘン         ガオシィン      ニー   シィーホアン

A: すばらしいプレゼント，どうもありがとう。
B: 気に入ってくれてうれしいな。

□ 044

ずっと欲しかったの。

我一直想要的。Wö yìzhí xiäng yào de.
A*: 这是生日礼物。
Zhè shì shëngri lœwù.
   ヂォ      シー        ションリ       リーウー

B: 真棒！

我一直想要的。

★ “棒”「すばらしい，すごい」。

Zhën bàng! Wö yìzhí xiäng yào de.
   ヂェン          バン              ウオ      イーヂー       シアン        ヤオ      ダ

A: これ，誕生日プレゼント。
B: わぁ，すてき！ ずっと欲しかったの。

□ 045

大切に使います。

我一定好好儿珍用。Wö yídìng häohãor zhënyòng.
A: 希望你能喜欢我的礼物。
Xïwàng nœ néng xœhuan wö de lœwù.
シィーワン       ニー     ノン        シィーホアン    ウオ     ダ     リーウー

B*: 我很喜欢。我一定好好儿珍用。

★ “珍用”「大切に使う」。

Wö hån xœhuan. Wö yídìng häohãor zhënyòng.
ウオ      ヘン      シィーホアン         ウオ      イーディン       ハオハオール            ヂェンヨォン

A: 私のプレゼント，気に入ってもらえるといいけれど…。
B: とても気に入りました。ちゃんと大切に使います。
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1-16. d お礼の言葉
□ 046

ありがとう。

挨拶・社交

5
04

谢谢。Xièxie.
A: 谢谢。
Xièxie.
★ “不用”「〜する必要がない，
〜するには及ばない」。
“谢”「礼を言う，感謝する」。

B*: 不用谢。
Búyòng xiè.
     ブーヨォン       シエ

□ 047

質問と受け答え

A: ありがとう。
B: お礼にはおよびません。

どうもありがとうございます。

非常感谢。Fëicháng gänxiè.
Fëicháng gänxiè.
フェイチャン           ガンシエ

メイ        グアンシィ

A: どうもありがとうございます。
B: いいんですよ。

ご親切にありがとうございます。

谢谢你的关照。Xièxie nœ de guãnzhào.
A: 我来拿行李吧。
Wö lái ná xíngli ba.

B*: 谢谢你的关照。
Xièxie nœ de guãnzhào.
シエシエ      ニー   ダ         グアンヂャオ

A: 荷物を持ちましょう。
B: ご親切にありがとうございます。
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依頼・許可・
要求・忠告

ウオ    ライ   ナー      シィンリ      バ

★ “来”「《他の動詞の前に置き》積極的に
あることをしようとする姿勢を示す」。
“拿”「持つ，運ぶ」。
“行李”「荷物」。
“关照”「世話をする」。
“谢谢你的〜。”「（あなたの）〜に感謝
します」。

勧誘・申し出・提案

□ 048

意見・意思を
伝える

Méi guãnxi.

★ “没关系”「かまわない，差し支えない，
大丈夫だ，心配ない」。“没什么。” と
言っても可。

情報を交換する

A: 非常感谢。
B*: 没关系。

感情・性格

シエシエ

1-17. d お世話になったお礼
6
01

□ 049

お世話になりました。

承蒙关照。Chéngméng guãnzhào.
A*: 承蒙关照。
Chéngméng guãnzhào.
           チョンモン                 グアンヂャオ

B: 别客气。
Bié kèqi.

  ビエ    コォーチィ  

★ “承蒙”「〜していただく」。
“关照”「世話をする，面倒を見る」。
“别客气”「どういたしまして」。
“客气”「遠慮深い，遠慮深くする，丁寧（にする）」。
“不用客气”「堅苦しいことは抜きにしましょう，気
になさらないでください，そう堅くならずに」と
言っても可。

A: お世話になりました。
B: 気にしないでください。

□ 050

いろいろご面倒をおかけしました。

给您添了不少麻烦。Gåi nín tiãnle bùshäo máfan.
★ “添麻烦”「迷惑をかける」。
“不少〜”「多くの〜」。

A*: 给您添了不少麻烦。
Gåi nín tiãnle bùshäo máfan.
   ゲイ     ニン    ティエンラ      ブーシャオ        マーファン

B: 没事儿。
Méi shìr.
メイ     シアール

A: いろいろご面倒をおかけしました。
B: どういたしまして。

□ 051

お手数をおかけしました。

给您添麻烦了。Gåi nín tiãn máfan le.
A*: 给您添麻烦了。
Gåi nín tiãn máfan le.
   ゲイ     ニン   ティエン    マーファン     ラ

B: 哪里，哪里。
Näli,
ナーリ

näli.

★ “添麻烦了” は “添了麻烦了”「迷惑［手数］をかけた」
の最初の “了”《アスペクト助詞》を省略した言
い方。文末の “了” は《語気助詞》で，新たな状
況の発生を示している。
“哪里，哪里”「（いえいえ）どういたしまして」
《謙
譲表現》。

ナーリ

A: お手数をおかけしました。
B: どういたしまして。
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1-18. d お詫びの言葉
□ 052

ごめんなさい。

挨拶・社交

6
02

对不起。Duìbuqœ.
A*: 对不起。
Duìbuqœ.

B: 应该是我说对不起。
Yïnggãi shì wö shuõ duìbuqœ.
インガイ        シー     ウオ      シュオ     ドエイブチィー

□ 053

質問と受け答え

A: ごめんなさい。
B: 私のほうこそ，すみませんでした。

すみません。

抱歉。Bàoqiàn.
Bàoqiàn, lái wän le.
     バオチエン         ライ       ワン     ラ

B: 我也刚刚到。

★ “抱歉”「すまないと思う，申し訳なく思う」。
“晚”「（時間が）遅い，遅れた［て］」。
“也”「《同じであることを示して》〜もまた」。
“刚刚”「たった今，ちょうど」。
“到”「着く，到達する」。

意見・意思を
伝える

Wö yå gãnggãng dào.
   ウオ    イエ          ガンガン             ダオ

A: すみません，遅れてしまいました。
B: 私も今来たところです。

大変申し訳ありません。

勧誘・申し出・提案

□ 054

非常抱歉。Fëicháng bàoqiàn.
A*: 非常抱歉。
Fëicháng bàoqiàn.

Bú shì nœ de cuò. Bié jièyì.

★ “错”「まちがい，誤り，過失」。
“介意”「《通例，否定形》気にする」。

ブー     シー    ニー   ダ      ツオ          ビエ     ジエイー

A: 大変申し訳ありません。
B: あなたのせいではないわ。気にしないで。
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依頼・許可・
要求・忠告

フェイチャン          バオチエン

B: 不是你的错。别介意。

情報を交換する

A*: 抱歉，来晚了。

感情・性格

  ドエイブチィー

★ “对不起”「ごめんなさい」。もともと「申し
訳が立たない，顔向けできない」の意味か
ら。“对不起” の反対は “对得起”（申し訳
が立つ，顔向けできる）。
“应该”「《道理の上から》当然〜すべきだ」。

1-19. d 約束①〜面会を申し込む
6
03

ご都合のよい日にお目にかかりたいのですが。

□ 055

在你方便的日子想登门拜访。

Zài nœ fãngbiàn de rìzi xiäng dëngmén bàifäng.
★ “登门”「（人の家を）訪問する」。
“拜访”「訪問する《敬語》，伺
bàifäng. う《謙譲語》」。

A: 在你方便的日子想登门拜访。
Zài nœ fãngbiàn de rìzi xiäng dëngmén

  ザイ    ニー     ファンビエン        ダ     リーズ      シアン              ドンメン             バイファン

B*: 好的。10 号下午 2 点以后有时间。
Häode. Shí hào xiàwŒ liäng diän yœhòu yöu shíjiãn.
ハオダ            シー      ハオ        シアウー       リアン      ディエン     イーホウ       ヨウ      シージエン

A: ご都合のよい日にお目にかかりたいのですが。
B: いいですよ。10 日の午後 2 時以降なら空いています。

いつお会いできますか。

□ 056

什么时候可以见你？ Shénme shíhou kåyœ jiàn nœ?
★ “可以”「〜できる」。

A: 什么时候可以见你？
Shénme shíhou kåyœ jiàn nœ?
シェンマ            シーホウ     コォーイー  ジエン   ニー

B*: 下周三怎么样？
Xiàzhõusãn zånmeyàng?
         シアヂョウサン                 ゼンマヤン

A: いつお会いできますか。
B: 来週の水曜日はいかがですか。

□ 057

ご相談させていただきたいことがあるのですが。

有事想商量。Yöu shì xiäng shãngliang.
A: 想拜访一次，有事想商量。
Xiäng bàifäng yícì, yöu shì xiäng shãngliang.
シアン          バイファン     イーツー      ヨウ     シー       シアン

シャンリアン

★ “商量”「相談する」。
“把”「《目的語を動詞の前
に出し，その目的語に対す
る処置を協調して》〜を」。

B*: 好的。那么，把时间和地点定一下吧。
Häode. Nàme, bä shíjiãn hé dìdiän dìng yíxià ba.
ハオダ

ナーマ        バー     シージエン    ホォ   ディーディエン  ディン     イーシア     バ

A: 一度お目にかかり，ご相談させていただきたいことがあるのですが。
B: いいですよ。では，時間と場所を決めましょう。
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1-20. d 約束②〜日時を決める
□ 058

〜日はいかがでしょう？

挨拶・社交

6
04

〜号怎么样？ ~ hào zånmeyàng?
A: 15 号怎么样？
ShíwŒ hào zånmeyàng?

B*: 抱歉，那天我不太方便。
Bàoqiàn, nàtiãn wö bú tài fãngbiàn.

★ “方便”「都合がいい，便
利である」。

     バオチエン         ナーティエン   ウオ    ブー    タイ       ファンビエン

□ 059

質問と受け答え

A: 15 日はいかがでしょう？
B: すみません，その日は都合がよくなくて。

〜時にお時間はありますか。

〜点有时间吗？ ~ diän yöu shíjiãn ma?

情報を交換する

A: 下午 1 点有时间吗？
XiàwŒ yì diän yöu shíjiãn ma?
シアウー     イー  ディエン      ヨウ        シージエン        マ

B*: 没问题。

意見・意思を
伝える

Méi wèntí.
メイ     ウエンティー

A: 午後 1 時にお時間はありますか。
B: 大丈夫です。

あなたのご都合のよいときに。

勧誘・申し出・提案

□ 060

随你方便的时候。Suí nœ fãngbiàn de shíhòu.
A: 什么时候去看电影？
Shénme shíhou qù kàn diànyœng?
★ “随”「従う，任せる」。

Suí nœ fãngbiàn de shíhou.
スエイ  ニー      ファンビエン       ダ        シーホウ

A: いつ映画を見に行く？
B: あなたの都合のよいときで。
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依頼・許可・
要求・忠告

シェンマ            シーホウ     チュー    カン        ディエンイン

B*: 随你方便的时候。

感情・性格

    シーウー       ハオ               ゼンマヤン

1-21. d 約束③〜場所を決める
7
01

□ 061

どこで会いましょうか。

在哪儿见面？ Zài när jiànmiàn?
A: 在哪儿见面？
Zài när jiànmiàn?

★ “见面”「会う，顔を合わせる」。
“剪票口／检票口”「改札口」。

   ザイ   ナール      ジエンミエン

B*: 在新宿车站南口的剪票口怎么样？
Zài Xïnsù chëzhàn nánköu de jiänpiàoköu zånmeyàng?
   ザイ      シンスー        チォーヂャン           ナンコウ       ダ          ジエンピアオコウ                 ゼンマヤン

A: どこで会いましょうか。
B: 新宿駅南口の改札口はいかがでしょう？

□ 062

〜でお待ちしております。

在〜等你吧。Zài ~ dång nœ ba.
A: 集合后，一起去吧。
Jíhé hòu, yìqœ qù ba.
ジーホォ     ホウ   イーチィー  チュー  バ

★ “集合”「集まる，集める」。
“一起”「一緒に」。
“等”「待つ」。

B*: 那么，在美术馆的门口等你吧。
Nàme, zài måishùguän de ménköu dång nœ ba.
ナーマ         ザイ          メイシュウグアン         ダ           メンコウ           ドン       ニー   バ

A: 待ち合わせて，一緒に行きましょう。
B: では，美術館の玄関でお待ちしております。

□ 063

〜で会うのはいかがですか。

在〜见面怎么样？ Zài ~ jiànmiàn zånmeyàng?
A: 在新华书店见面怎么样？
Zài Xïnhuá shÆdiàn jiànmiàn zånmeyàng?
   ザイ        シンホア        シューディエン       ジエンミエン              ゼンマヤン

B*: 可以。对我也很方便。
Kåyœ.

Duì wö yå hån fãngbiàn.

★ “方便”「便利である，
都合がよい」。

コィーイー            ドエイ     ウオ    イエ     ヘン        ファンビエン

A: 新華書店で会うのはいかがですか。
B: いいですよ。僕にも都合がよいです。
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1-22. d 約束④〜変更・確認
□ 064

〜で…時ということで。

挨拶・社交

7
02

... 点钟在〜吧。... diänzhõng zài ~ ba.
A: 那么，7 点钟在上野吧。
Nàme, qï diänzhõng zài Shàngyå ba.

感情・性格

ナーマ      チィー    ディエンヂョオン       ザイ         シャンイエ        バ

B*: 知道了。
Zhïdao le.
    ヂーダオ        ラ

□ 065

質問と受け答え

A: それでは，上野で 7 時ということで。
B: わかりました。

〜に変えてもらって，いいですか。

改到〜，行吗？ Gäi dào ~, xíng ma?
Bä míngtiãn de yuëhuì shíjiãn gäi dào liù diän bàn, xíng ma?
バー      ミィンティエン      ダ        ユエホエイ      シージエン      ガイ      ダオ   リィウ  ディエン     バン       シィン        マ

B*: 没关系。

意見・意思を
伝える

Méi guãnxi.

★ “ 没 关 系 ”「 か ま わ な い， 差 し 支 え な い，
大丈夫だ，心配ない」。

メイ        グアンシィ

A: 明日の約束の時間，6 時半に変えてもらって，いいですか。
B: 大丈夫だよ。

確認ですけど，〜でよかったですか。

勧誘・申し出・提案

□ 066

我想问一下，〜，可以吗？
Wö xiäng wèn yíxià, ~, kåyœ ma?

A: 我想问一下，从 A2 出口出去，可以吗？
ウオ        シアン        ウエン     イーシア        ツオン    エイ アール   チュウコウ     チュウチュー    コォーイー   マ

Duì, shì A èr chÆköu. Bié zöu cuò le!

★ “从”「《出発する場所を
示して》〜から」。

ドエイ      シー   エイ アール    チュウコウ          ビエ      ゾウ       ツオ      ラ

A: 確認ですけれど，A2 出口から出るのでよかったかしら？
B: そう，A2 だよ。間違えないでね！
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依頼・許可・
要求・忠告

Wö xiäng wèn yíxià, cóng A èr chÆköu chÆqù, kåyœ ma?

B*: 对，是 A2 出口。别走错了！

情報を交換する

A: 把明天的约会时间改到 6 点半，行吗？

1-23. d 招待・もてなし①〜訪問
7
03

□ 067

おじゃまします。

打扰了。Däräo le.
A: 请进。
Qœng jìn.
チィン     ジン

B*: 打扰了。
Däräo le.

★ “打扰”「じゃまする」。“打搅（däjiäo）” に
置き換えても可。

   ダーラオ      ラ

A: どうぞお入りください。
B: おじゃまします。

□ 068

今日はお招きいただき，ありがとうございます。

谢谢你今天的招待。Xièxie nœ jïntiãn de zhãodài.
A: 谢谢你今天的招待。
Xièxie nœ jïntiãn de zhãodài.
シエシエ     ニー  ジンティエン    ダ        ヂャオダイ

★ “远道而来”「はるばるやって来る」。

B*: 远道而来非常高兴。
Yuändào érlái fëicháng gãoxìng.
ユアンダオ       アールライ     フェイチャン          ガオシィン

A: 今日はお招きいただき，ありがとうございます。
B: 遠いところをお越しいただき，うれしいです。

□ 069

どうぞ，おかまいなく。

请别客气。Qœng bié kèqi.
A: 请随便吧。先来点儿茶吧。
Qœng suíbiàn ba. Xiãn lái diänr chá ba.
チィン      スエイビエン     バ           シエン     ライ    ディアル    チャー    バ

B*: 请别客气。

★ “随便”「気軽である」。
“来”「《動詞の前に置き》積極的にあ
ることをしようとする姿勢を示す」。
“别客气”「《客から》おかまいなく，
《主
人から》ご遠慮なく」。

Qœng bié kèqi.
チィン      ビエ   コォーチィ

A: どうぞくつろいでください。今，お茶をお持ちします。
B: どうぞ，おかまいなく。
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1-24. d 招待・もてなし②〜ほめる

きれいなお部屋ですね。

□ 070

挨拶・社交

7
04

房间够漂亮的。Fángjiãn gòu piàoliang de.
A: 欢迎你的到来。
Huãnyíng nœ de dàolái.

欢迎！”

B*: 房间够漂亮的。
Fángjiãn gòu piàoliang de.
ファンジエン         ゴウ         ピアオリアン        ダ

□ 071

質問と受け答え

A: よくいらっしゃいました。
B: きれいなお部屋ですね。

かわいらしいお子さんですね。

小孩儿挺可爱。Xiäoháir tœng kå’ài.
Xiäoháir tœng kå’ài.
シアオハール       ティン    コォーアイ

ナーリ

näli,
ナーリ

hån tiáopí.

意見・意思を
伝える

Näli,

★ “调皮”「腕白である，
言うことを聞かない」。

ヘン    ティアオピー

A: かわいらしいお子さんですね。
B: いやいや，言うことを聞かないんですよ。

この辺りの環境はいいですね。

勧誘・申し出・提案

□ 072

这附近环境很好。Zhè fùjìn huánjìng hån häo.
A: 这附近环境很好。
Zhè fùjìn huánjìng hån häo.
★ “购物”「ショッピング」。

Jiãotõng hé gòuwù dõu hån fãngbiàn.
    ジアオトォン     ホォ        ゴウウー        ドウ       ヘン        ファンビエン

A: この辺りの環境はいいですね。
B: 交通も買い物も便利なんですよ。
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依頼・許可・
要求・忠告

   ヂォ     フージン       ホアンジィン         ヘン      ハオ

B*: 交通和购物都很方便。

情報を交換する

A: 小孩儿挺可爱。
B*: 哪里，哪里，很调皮。

感情・性格

ホアンイン         ニー   ダ       ダオライ

★ “够”「とても，ずいぶん」。
“漂亮”「美しい，きれいな」。
「いらっしゃいませ」は “欢迎！
と言っても可。

1-25. d 招待・もてなし③〜食事
8
01

□ 073

もう充分です。

已经够了。Yœjing gòu le.
A: 绍兴酒再来一杯吧。
ShàoxïngjiŒ zài lái yìbëi ba.
シャオシィンジュウ       ザイ    ライ    イーベイ     バ

B*: 已经够了。有点儿醉了。
Yœjing gòu le. Yöudiänr zuì le.
イージィン       ゴウ     ラ

★ “来”「《具体的な動作を表わす動詞の
代わりをして》する，やる」。
“醉”「酒に酔う」。反対は“醒（xœng）
（
”〔酒
の酔い，麻酔，昏睡から〕覚める）。
「充分です」は，“够了，够了。” と続
けて言っても可。

ヨウディアル      ズエイ   ラ

A: 紹興酒をもう一杯どうぞ。
B: もう充分です。ちょっと酔ってきました。

□ 074

料理もお酒もおしいくて，満足です。

好酒好菜，都很满意。HäojiŒ häocài, dõu hån mänyì.
A: 合你的口味吗？
Hé nœ de köuwèi ma?
ホォ    ニー   ダ        コウウエイ        マ

★ “合”「適合する，合う，合致する」。
“口味”「好み，味，風味」。
“满意”「満足する」。

B*: 好酒好菜，都很满意。
HäojiŒ häocài, dõu hån mänyì.
ハオジュウ       ハオツァイ        ドウ       ヘン        マンイー

A: 料理はお口に合いますか。
B: 料理もお酒もおいしくて，満足です。

□ 075

もうお腹がいっぱいです。

已经饱了。Yœjing bäo le.
A: 再加一点儿吗？
Zài jiã yìdiänr ma?
   ザイ   ジア     イーディアル      マ

★ “加”「加える，足す」。
“一点（儿）”「少し」。
“饱”「お腹が満腹になる」。

B*: 已经饱了。谢谢你做了这么多菜。
Yœjing bäo le. Xièxie nœ zuòle zhème duõ cài.
イージィン      バオ      ラ          シエシエ      ニー      ズオラ        ヂォーマ       ドゥオ   ツァイ

A: おかわりは？
B: もうお腹がいっぱいです。いろいろとごちそうを，ありがとうございました。
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1-26. d 招待・もてなし④〜おいとま
□ 076

今日はとても楽しかったです。

挨拶・社交

8
02

今天过得很愉快。Jïntiãn guòde hån yúkuài.
A: 谢谢你的款待。今天过得很愉快。
Xièxie nœ de kuändài. Jïntiãn guòde hån yúkuài.

B*: 我们也很愉快。
Wömen yå hån yúkuài.
ウオーメン      イエ     ヘン       ユークアイ

★ “款待”「もてなし；もてなす」。
“过”「（時間を）過ごす」。
“得”「動詞や形容詞の後に付けて結
果や程度を表す補語を導く助詞」。

□ 077

そろそろおいとまします。

差不多该走了。Chàbuduõ gãi zöu le.
Chàbuduõ gãi zöu le.
チャーブドゥオ        ガイ      ゾウ     ラ

B*: 别着急。时间还早呢。

★ “差不多”「だいたい，大概」。
“差不多该走了。”「もうそろそろ
おいとましなければ」。
“着急”「焦る，心配する」。
“呢”「確認，誇張の語気を表す」。

意見・意思を
伝える

Bié zháojí. Shíjiãn hái zäo ne.
  ビエ     ヂャオジー           シージエン       ハイ     ザオ       ナ

A: そろそろおいとまします。
B: そう焦らずに。まだ早い時間じゃありませんか。

お先に失礼します。

我先走一步。Wö xiãn zöu yí bù.
A: 已经这么晚了。我先走一步。
Yœjing zhème wän le. Wö xiãn zöu yí bù.

★ “ 我 先走了。” と言っても可。
“晚”「（時刻が）遅い，遅れる」。

依頼・許可・
要求・忠告

イージィン      ヂォーマ           ワン     ラ          ウオ      シエン      ゾウ     イー ブー

B*: 送你到车站吧。
Sòng nœ dào chëzhàn ba.
ソォン     ニー    ダオ        チォーヂャン       バ

A: もうこんな時間だわ。お先に失礼します。
B: 駅まで送りましょう。
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勧誘・申し出・提案

□ 078

情報を交換する

A: 差不多该走了。

質問と受け答え

A: 歓待していただき，ありがとうございます。今日はとても楽しかったです。
B: 私どもも楽しかったです。

感情・性格

シエシエ      ニー   ダ        クアンダイ            ジンティエン       グオダ         ヘン       ユークアイ

1-27. d 病気・ケガなどのお見舞いの言葉
8
03

□ 079

病気の具合はいかがですか。

病情怎么样？ Bìngqíng zånmeyàng?
A: 病情怎么样？
Bìngqíng zånmeyàng?
    ビィンチィン                 ゼンマヤン

★「けがの具合」は “伤情（shãngqíng）”。
“多”「《比較して》ずっと〜だ，はるかに〜だ」。
《形容詞＋（“得”）＋ “多” ＋ “了”》で，比較の
差が大きいことを表す。

B*: 好多了。
Häo duõ le.
ハオ      ドゥオ    ラ

A: 病気の具合はいかがですか。
B: だいぶよくなりました。

□ 080

どうぞ，お大事に。

请多保重。Qœng duõ bäozhòng.
A: 请多保重。
Qœng duõ bäozhòng.
チィン     ドゥオ         バオヂョオン

B*: 你也小心别感冒。

★ “保重”「《他人に対して用いて》体
を大事にする」。“请多保重。” で「く
れぐれもおからだに気をつけて」
のニュアンス。
“小心”「気をつける，用心する」。

Nœ yå xiäoxïn bié gänmào.
ニー  イエ        シアオシン     ビエ          ガンマオ

A: どうぞ，お大事に。
B: あなたも風邪をひかないように気をつけて。

□ 081

早くよくなりますように。

希望尽早康复。Xïwàng jœnzäo kãngfù.
A: 希望尽早康复。
Xïwàng jœnzäo kãngfù.
シィーワン          ジンザオ       カンフー

★ “尽早”「できるだけ早く」。
“康复”「快復する」。
“让”「〜させる」。
“担心”「心配する」。

B*: 让你担心了。
Ràng nœ dãnxïn le.
ラン        ニー      ダンシン      ラ

A: 早くよくなりますように。
B: ご心配おかけしました。
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1-28. d お祝いの言葉
□ 082

おめでとう！

挨拶・社交

8
04

祝你〜！ Zhù nœ ~ !
A: 祝你生日快乐！
Zhù nœ shëngri kuàilè!

B*: 很高兴你记得我的生日。

★ “记得”「覚えている，記憶している」。

Hån gãoxìng nœ jìde wö de shëngri.
ヘン         ガオシィン      ニー  ジーダ     ウオ      ダ         ションリ

□ 083

質問と受け答え

A: お誕生日，おめでとう！
B: 誕生日を覚えていてくれて，うれしいな。

おめでとう（ございます）。

祝贺你〜。Zhùhè nœ ~.
Zhùhè nœ käoshàng dàxué.

★ “祝贺”「祝う」。
“考上”「試験に合格する」。

ジュウホォ     ニー         カオシャン         ダーシュエ

B*: 谢谢。

意見・意思を
伝える

Xièxie.
シエシエ

A: 大学合格おめでとうございます。
B: ありがとう。

おめでとう！

恭喜！ Gõngxœ !
A: 恭喜你生意成功！
Gõngxœ nœ shëngyi chénggõng!

B*: 这才刚刚开始。
Zhè cái gãnggãng kãishœ.
   ヂォ    ツァイ           ガンガン             カイシー

A: ご商売の成功，おめでとうございます。
B: 始まったばかりですよ。
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依頼・許可・
要求・忠告

  ゴォンシィー    ニー      ションイー              チョンゴォン

★「おめでとう！」と言う場合，“恭喜！
恭喜！” と繰り返すだけでも可。
“生意”「商売，取引，ビジネス」。
“才刚刚”「やっと〜したばかり，たっ
た今，ちょうど」。

勧誘・申し出・提案

□ 084

情報を交換する

A: 祝贺你考上大学。

感情・性格

ヂュウ    ニー        ションリ      クアイラー

1-29. d お悔やみの言葉
8
05

□ 085

〜様のご冥福をお祈りいたします。

为〜的在天之灵祈祷。Wèi ~ de zàitiãnzhïlíng qídäo.
A: 上个月家父去世了。
Shànggeyuè jiãfù qùshì le.
シャンガユエ            ジアフー   チューシー    ラ

B*: 为令尊的在天之灵祈祷。
Wèi lìngzÆn de zàitiãnzhïlíng qídäo.
ウエイ       リィンズン       ダ        ザイティエンヂーリィン      チィーダオ

★ “令尊”「ご尊父」。「ご母堂」は “令
堂（lìngtáng）”。
“在天之灵”「亡くなった人の霊に
対する敬称」。

A: 先月，父が他界しました。
B: お父様のご冥福をお祈りいたします。

□ 086

ご愁傷さまです。

真令人悲伤。Zhën lìng rén bëishãng.
A: 很吃惊听到这件事。真令人悲伤。
Hån chïjïng tïngdào zhèjiàn shì. Zhën lìng rén bëishãng.
ヘン       チージィン          ティンダオ        ヂォージエン     シー          ヂェン       リン       レン         ベイシャン

B*: 让你费心了。
Ràng nœ fèixïn le.
ラン       ニー  フェイシン    ラ

★ “令”「〜させる」。
“悲伤”「悲しむ，心が痛む」。
“费心”「気を使う，心配する」。

A: このたびのことは驚きました。ご愁傷さまです。
B: お気遣いいただきまして。

□ 087

心からお悔やみ申し上げます。

衷心表示哀悼。Zhõngxïn biäoshì ãidào.
A: 衷心表示哀悼。别太难过了。
Zhõngxïn biäoshì ãidào. Bié tài nánguò le.
       ヂョオンシン         ビァオシー       アイダオ          ビエ     タイ       ナングオ        ラ

★ “衷心”「心から」。
“难过”「悲しい，つらい」。
“关心”「関心（を持つ），
気にかける」。

B*: 谢谢你的关心。
Xièxie nœ de guãnxïn.
シエシエ      ニー   ダ        グァンシン

A: 心からお悔やみ申し上げます。あまりお力落としなさいませんように。
B: 気にかけていただいて，ありがとう。
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2-01. d 信頼
2
9
01

□ 088

あなたの言うとおりにします。

就按你说的办。Jiù àn nœ shuõ de bàn.
A*: 别多事了。
Bié duõ shì le.
  ビエ     ドゥオ    シー     ラ

B: 好吧，就按你说的办。
Häo ba, jiù àn nœ shuõ de bàn.
ハオ       バ      ジィウ   アン   ニー    シュオ      ダ       バン

★ “多事”「余計なことをする」
。
“了”「禁止・催促の語気を表す」
。
「いいよ，そうですね」。この“吧”
“好吧”
は，同意・承知の語気を表す。
“按”「〜に従って，～どおりに」。
“的”「《人や物事を表して》〜のこと［も
の／人］」。
。
“办”「する，処理する」

A: おせっかいはやめときなよ。
B: そうね，あなたの言うとおりにするわ。

□ 089

〜を信じます。

就相信〜吧。Jiù xiãngxìn ~ ba.
A*: 我想小李说的不是那个意思。
Wö xiäng xiäo Lœ shuõ de bú shì nàge yìsi.
ウオ        シアン        シアオ    リー     シュオ      ダ    ブー    シー      ナーガ     イース

B: 就相信你吧。也许真是个好人。

★ “意思”「（言葉の）意味；意見」。
“也许”「もしかしたら〜かもし
れない」。
“真是”「本当に」。
“好人”「善人，好人物」。

Jiù xiãngxìn nœ ba. YåxŒ zhënshi ge häorén.
ジィウ        シアンシン       ニー   バ         イエシュー        ヂェンシ         ガ       ハオレン

A: 李さんが言ったのは，そういう意味じゃないと思う。
B: あなたを信じます。本当はよい人なのかも。

□ 090

彼の言うことなら間違いないわ。

他说的一定没错。Tã shuõ de yídìng méi cuò.
A*: 小王讲这个型号用起来方便。
Xiäo Wáng jiäng zhège xínghào yòngqilai fãngbiàn.
シアオ           ワン          ジアン       ヂォーガ          シィンハオ           ヨォンチライ           ファンビエン

B: 他说的一定没错。
Tã shuõ de yídìng méi cuò.

★ “方便”「便利な」。
“错”「まちがい，誤り，過失」。

ター     シュオ      ダ      イーディン       メイ       ツオ

A: この型のほうが便利だって王さんが言うんだけど。
B: 彼の言うことなら間違いないわ。
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2-02. d 慰める①
□ 091

がっかりしないで。

挨拶・社交

2
9
02

别灰心。Bié huïxïn.
A*: 今天工作又出错了，真倒霉。
Jïntiãn gõngzuò yòu chÆ cuò le, zhën däoméi.

B: 别灰心。
Bié huïxïn.
  ビエ      ホエイシン

★ “出错”「ミスをしでかす，不慮の災難に見舞われる」。
“倒霉”「運が悪い，ついてない」。
“灰心”「気落ちする，がっくりくる，くじける」。

□ 092

質問と受け答え

A: 今日仕事でまたミスしちゃって，ついてないよ。
B: がっかりしないで。

元気出して。

打起精神来。Däqi jïngshen lái.
Yãoqœng tã qù chïfàn, bèi jùjué le.
ヤオチィン      ター チュー   チーファン       ベイ  ジュージュエ  ラ

B: 打起精神来。

★ “邀请”「招く」。
“被”「〜される」。
“打起精神来”「元気を出す」。
“- 起来”「動作が始まり持続する
ことを示す補語」。

意見・意思を
伝える

Däqi jïngshen lái.
ダーチィ      ジィンシェン       ライ

A: 彼女を食事に行こうと誘ったけれど，断られちゃった。
B: 元気出して。

よくあることよ，気にしないで。

勧誘・申し出・提案

□ 093

经常事，别介意。Jïngcháng shì, bié jièyì.
A*: 忘了给你发回信，抱歉。
Wàng le gåi nœ fã huíxìn, bàoqiàn.

Jïngcháng shì, bié jièyì.

★ “经常”「いつも，しょっちゅう」。
“介意”「気にする」。

      ジィンチャン         シー       ビエ    ジエイー

A: メールの返事を出すのを忘れて，ごめんね。
B: よくあることよ，気にしないで。
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依頼・許可・
要求・忠告

ワン       ラ      ゲイ   ニー ファー  ホエイシン         バオチエン

B: 经常事，别介意。

情報を交換する

A*: 邀请她去吃饭，被拒绝了。

感情・性格

ジンティエン        ゴォンズオ          ヨウ     チュウ      ツオ     ラ        ヂェン          ダオメイ

2-03. d 慰める②
9
03

□ 094

あなたのせいではありません。

不是你的错。Bú shì nœ de cuò.
A*: 对不起昨天让你加班到很晚。
Duìbuqœ zuótiãn ràng nœ jiãbãn dào hån wän.
ドエイブチィー       ズオティエン      ラン      ニー     ジアバン       ダオ       ヘン        ワン

B: 不是你的错。
Bú shì nœ de cuò.
ブー     シー    ニー   ダ       ツオ

A: 昨日は遅くまで残業させてごめんね。
B: あなたのせいではないわ。

□ 095

自分を責めてはいけません。

别责怪自己。Bié zéguài zìjœ.
A*: 真应该三思而行。
Zhën yïnggãi sãn sï ér xíng.
    ヂェン         インガイ         サン   スー アール   シィン

★ “应该”「当然〜すべきだ」
。
“三思而行”「よく考えて実行する」。
“责怪”「とがめる，責める」
。

B: 别责怪自己。
Bié zéguài zìjœ.

  ビエ      ズォグアイ    ズージー

A: もっとよく考えてからするべきだった。
B: 自分を責めてはいけません。

□ 096

だれにでも失敗はあります。

谁都有失败的时候。Shuí dõu yöu shïbài de shíhou.
A*: 又失败了，不干了。

★ “干”「
（あること，仕事を）する」。

Yòu shïbài le, bú gàn le.
ヨウ        シーバイ     ラ      ブー     ガン      ラ

B: 谁都有失败的时候。
Shuí dõu yöu shïbài de shíhou.
シュエイ     ドウ       ヨウ        シーバイ      ダ        シーホウ

A: また失敗だ，もうやめた。
B: だれにでも失敗はあるわ。
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2-04. d 慰める③
□ 097

あまり心配しないで。

挨拶・社交

9
04

别太担心了。Bié tài dãnxïn le.
GÆjì tã bú huì yuánliàng wö.
グージー  ター   ブー   ホエイ         ユアンリアン         ウオ

B: 别太担心了，一定没事。
Bié tài dãnxïn le, yídìng méi shì.
  ビエ     タイ       ダンシン       ラ      イーディン        メイ     シー

□ 098

質問と受け答え

A: 彼は許してくれないと思う。
B: あまり心配しないで，きっと大丈夫よ。

気にしすぎです。

是你多心了。Shì nœ duõxïn le.
Tã jìnlái duì wö zöng bäochí jùlí.

ター    ジンライ    ドエイ    ウオ      ゾォン         バオチー   ジューリー

B*: 没有的事。是你多心了。

意見・意思を
伝える

Méiyöu de shì. Shì nœ duõxïn le.
メイヨウ         ダ     シー         シー    ニー     ドゥオシン     ラ

A: 彼女，近頃いつも私によそよそしいんです。
B: そんなことないでしょう。気にしすぎですよ。

そんなふうに考えないで。

勧誘・申し出・提案

□ 099

别这么想。Bié zhème xiäng.
A: 如果不是我上场，肯定能赢。
Rúguö bú shì wö shàngchäng, kåndìng néng yíng.

B*: 别这么想。
Bié zhème xiäng.
  ビエ       ヂォーマ          シアン

ケンディン           ノン          イン

★ “肯定”「必ず，きっと」。
。「 負 け る，
“ 赢 ”「 勝 負 に 勝 つ 」
敗れる」は “输（shÆ）”。

A: 出場したのが私じゃなかったら，きっと勝てたのに。
B: そんなふうに考えないで。
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依頼・許可・
要求・忠告

ルーグオ       ブー   シー      ウオ            シャンチャン

情報を交換する

★ “近来”「近頃，このごろ」。
“总”「いつも，ずっと」。
“没有的事（儿）
”「そんなこと
はない，とんでもない」。
“多心”「気を回す」。

A: 她近来对我总保持距离。

感情・性格

★ “估计”「推定する」。
“原谅”「許す」。
“一定”「必ず，絶対に」。
“没事”「大したことはない」。

A*: 估计他不会原谅我。

2-05. d 元気づける①
10 □ 100
01

頑張って！

加油吧！ Jiãyóu ba!
A: 明天的网球比赛，一定要赢得冠军。
Míngtiãn de wängqiú bœsài, yídìng yào yíngdé guànjÆn.
ミィンティエン       ダ          ワンチィウ        ビーサイ      イーディン       ヤオ         インダー       グアンジュイン

★ “赢得”「勝ち取る」。
“冠军”「優勝」。
“加油”「頑張る，さらに努力する」。

B*: 加油吧！
Jiãyóu ba!
    ジアヨウ       バ

A: 明日のテニスの試合，絶対優勝を勝ち取るわ。
B: 頑張って！

□ 101

あなたならきっとできるわ。

你一定能行。Nœ yídìng néng xíng.
A*: 想用此计划书来说服部长。
Xiäng yòng cœ jìhuàshÆ lái shuõfú bùzhäng.
シアン         ヨォン    ツー    ジーホアシュウ     ライ     シュオフー         ブーヂャン

B: 你一定能行。
Nœ yídìng néng xíng.
ニー    イーディン         ノン       シィン

★ “说服”「説得する」。
“能”「（力・条件があって）できる」。
“行”「行なう，する，やる」。

A: この企画書で部長を説得するつもりだよ。
B: あなたならきっとできるわ。

□ 102

しっかりして！（勇気を出して！）

鼓起勇气！ GŒqi yöngqì.
A*: 下周就要面试了，一点儿信心都没有。
Xiàzhõu jiùyào miànshì le, yìdiänr xìnxïn dõu méiyöu.
シアヂョウ         ジィウヤオ        ミエンシー       ラ       イーディアル       シンシン        ドウ         メイヨウ

B: 鼓起勇气！
GŒqi yöngqì.
  グーチィ    ヨォンチィー

★ “就要〜了”「もうすぐ〜だ」。
“信心”「自信」。
“鼓起勇气”「勇気を奮い起こす」。

A: 来週，面接試験なんだけど，ちっとも自信ないよ。
B: しっかりして！
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2-06. d 元気づける②
02

明日があるさ。

挨拶・社交

10 □ 103

期待明天吧。Qïdài míngtiãn ba.
A: 被男朋友抛弃了，人生暗淡。
Bèi nánpéngyou pãoqì le, rénshëng àndàn.

B*: 期待明天吧。
Qïdài míngtiãn ba.

★ “抛弃”「捨てる，見捨てる，見放す」。
“甩（shuäi）” でも可。

チィーダイ       ミンティエン       バ

□ 104

質問と受け答え

A: 彼氏にふられちゃって，人生真っ暗。
B: 明日があるさ。

悪いことばかりじゃないよ。

不见得都是坏事。Bújiànde dõu shì huàishì.
Wö yìdiänr dõu méiyöu shòu.
ウオ       イーディアル      ドウ         メイヨウ         ショウ

★ “一点儿都没有”「少しもない」。
“不见得”「〜とは限らない」。
“坏事”「悪いこと；だめにする」。

B*: 不见得都是坏事。

意見・意思を
伝える

Bújiànde dõu shì huàishì.
    ブージエンダ         ドウ      シー      フアイシー

A: 少しも痩せなくて。
B: 悪いことばかりじゃないよ。

きっとうまくいきますよ。

勧誘・申し出・提案

□ 105

一定能过关。Yídìng néng guòguãn.
A*: 能做的都做了，只是非常不安。
Néng zuò de dõu zuò le, zhœshì fëicháng bù’ãn.

Yídìng néng guòguãn.

★ “只是”「ただ，だが」。
“过关”「切り抜ける，パスする」。

   イーディン        ノン             グオグアン

A: やれることはやった，だけど不安だなあ。
B: きっとうまくいきますよ。
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依頼・許可・
要求・忠告

ノン          ズオ       ダ       ドウ      ズオ      ラ       ヂーシー        フェイチャン         ブーアン

B: 一定能过关。

情報を交換する

A: 我一点儿都没有瘦。

感情・性格

   ベイ            ナンポンヨウ            パオチィー    ラ           レンション           アンダン

2-07. d 元気づける③
10 □ 106
03

あなたならきっと大丈夫です。

你肯定没问题。Nœ kåndìng méi wèntí.
A*: 下个月参加国外进修。
Xiàgeyuè cãnjiã guówài jìnxiÆ.

★ “进修”「研修（する）」。
“肯定”「必ず，きっと」。

シアガユエ          ツァンジア        グオワイ        ジンシィウ

B: 你肯定没问题。
Nœ kåndìng méi wèntí.
ニー       ケンディン         メイ    ウエンティー

A: 来月，海外研修に参加します。
B: あなたならきっと大丈夫です。

□ 107

あなただけじゃないのよ。

不光是你一个人。Bùguãng shì nœ yí ge rén.
A*: 学习了一年，还是没合格。
Xuéxíle yì nián, háishi méi hégé.
シュエシィーラ    イー    ニエン          ハイシ         メイ     ホォガー

★ “还是”「〜にもかかわらず」。
“不光”「〜だけではない」。
“有机会”「チャンスがある」。

B: 不光是你一个人，还有机会。
Bùguãng shì nœ yí ge rén, hái yöu jïhuì.
      ブーグアン         シー   ニー  イー   ガ      レン        ハイ     ヨウ    ジーホエイ

A: 一年間勉強したのに，不合格だったよ。
B: あなただけじゃないのよ，まだチャンスはあるわ。

□ 108

気を落とさないで。

别泄气。Bié xiè qì.
A: 好像不太适合我。
Häoxiàng bú tài shìhé wö.
ハオシアン          ブー   タイ   シーホォ      ウオ

B*: 别泄气。 今后还得继续。
Bié xiè qì. Jïnhòu hái dåi jìxù.

★ “好像”「〜のような気がする」。
“适合”「適合する，ちょうどあう」。
“泄气”「気落ちする，がっかりする」。
“还”「なお，依然として」。
“得”「〜しなければならない，〜する
しかない」。

  ビエ     シエ   チィー        ジンホウ       ハイ     デイ  ジーシュー

A: あまり私には向いてないみたい。
B: 気を落とさないで。これからも続けなくちゃ。
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2-08. d 同情①
04

ついてなかったですね。（お気の毒でした。）

挨拶・社交

10 □ 109

算你倒霉。Suàn nœ däoméi.
A*: 自行车的钥匙丢了，走着回来的。
Zìxíngchë de yàoshi diÆ le, zöuzhe huílai de.
★ “算”「〜といえる」。
“倒霉”「運がわるい，
ついていない」。

B: 算你倒霉。
Suàn nœ däoméi.
スアン     ニー       ダオメイ

□ 110

質問と受け答え

A: 自転車のカギをなくしちゃって，歩いて帰ったよ。
B: ついてなかったわね。

残念ね！／残念だ！

太遗憾了！ Tài yíhàn le!
Yïnyuèjù de piào, dõu màiwán le.
インユエジュー       ダ      ピアオ         ドウ          マイワン         ラ

タイ     イーハン     ラ

A: ミュージカルのチケット，もう完売してた。
B: 残念だわ。

本当に残念でしたね。（本当に残念ですね。）

真是遗憾。Zhënshi yíhàn.
A*: 得了流感，只好取消了旅行。
Déle liúgän, zhœhäo qŒxiãole lﬂxíng.

B: 真是遗憾。
Zhënshi yíhàn.
       ヂェンシ         イーハン

A: インフルエンザにかかって，旅行はキャンセルするしかなかったよ。
B: 本当に残念でしたね。
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依頼・許可・
要求・忠告

   ダーラ      リィウガン         ヂーハオ        チューシアオラ     リューシィン

★ “得流感”「インフルエンザに
かかる」。
“只好”「やむなく〜する，〜
するほかない」。

勧誘・申し出・提案

□ 111

意見・意思を
伝える

Tài yíhàn le!

★ “完”「《結果補語として》〜し終わる」。
“遗憾”「残念（な）」。
この場面では，“不巧了。
”「おあいにく
さま，残念だ」と言っても可。

情報を交換する

A*: 音乐剧的票，都卖完了。
B: 太遗憾了！

感情・性格

   ズーシィンチォー       ダ          ヤオシ       ディウ   ラ          ゾウヂォ       ホエイライ     ダ

2-09. d 同情②
11 □ 112
01

あまり悲しまないで。

别太伤心了。Bié tài shãngxïn le.
★ “养”「（動物を）飼う」。
“伤心”「悲しむ」。

A: 我家养的小鸟死了。
Wö jiã yäng de xiäoniäo sœ le.
ウオ     ジア       ヤン        ダ        シアオニアオ     スー   ラ

B*: 多可爱的小鸟，你也别太伤心了。
Duõ kå’ài de xiäoniäo, nœ yå bié tài shãngxïn le.
  ドゥオ    コォーアイ   ダ        シアオニアオ        ニー  イエ    ビエ    タイ          シャンシン       ラ

A: うちで飼っていた小鳥が死んでしまったわ。
B: とてもかわいかった小鳥だね，きみもあまり悲しまないで。

□ 113

ご同情申し上げます。

值得同情。Zhíde tóngqíng.
A*: 月底堵车很厉害。到这儿花了 2 个小时。
Yuèdœ dŒchë hån lìhai. Dào zhèr huãle liäng ge xiäoshí.
ユエディー    ドゥーチォー    ヘン     リーハイ          ダオ     ヂォール      ホアラ        リアン       ガ        シアオシー

B: 值得同情。
Zhíde tóngqíng.
    ヂーダ          トォンチィン

★ “厉害”「ひどい，すごい」。
“花”「（お金や時間を）費やす」。
“值得”「〜に値する」。

A: 月末は渋滞がひどいね。ここに来るのに 2 時間もかかったよ。
B: ご同情申し上げます。

□ 114

たいへんでしたね。

让您受累了。Ràng nín shòulèi le.
A*: 电脑出了毛病，折腾了一个晚上。
Diànnäo chÆle máobing, zhëteng le yí ge wänshang.
   ディエンナオ        チュウラ           マオビン               ヂォートン       ラ    イー    ガ            ワンシャン

B: 让您受累了。
Ràng nín shòulèi le.
ラン        ニン        ショウレイ      ラ

★ “出毛病”「故障する」。
“折腾”「（ある動作を）繰り返す，
いじくり回す，寝返りをうつ」。
“受累”「苦労する」。

A: パソコンの調子が悪くて，一晩中繰り返しかまってたよ。
B: たいへんでしたね。
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2-10. d 心配・気にかける
02

顔色が悪いようだけど，大丈夫？

看你气色不太好，没事吧？ Kàn nœ qìsè bú tài häo, méi shì ba?
Kàn nœ qìsè bú tài häo, méi shì ba?
カン    ニー  チィーソォー  ブー  タイ  ハオ        メイ      シー       バ

B*: 早上感觉有点儿冷，可能是感冒了。
Zäoshang gänjué yöudiänr lång, kånéng shì gänmào le.
       ザオシャン           ガンジュエ          ヨウディアル        ロン          コォーノン       シー         ガンマオ         ラ

□ 116

質問と受け答え

A: 顔色が悪いようだけど，大丈夫？
B: 朝から寒気がして，風邪かもしれない。

どうかなさいましたか。

您怎么了？ Nín zånme le?
Nín zånme le?
ニン          ゼンマ        ラ

意見・意思を
伝える

À, tóu yödiänr téng.

★ “啊”「
（承諾の）ええ，うん」。
“头疼”「頭痛がする，うんざりする」。

アー    トウ       ヨウディアル       トン

A: どうかなさいましたか。
B: ええ，ちょっと頭が痛いんです。

無理しないでね。（強がらないでね。）

别逞强。Bié chångqiáng.
A: 还没完全好，别逞强。
Hái méi wánquán häo, bié chångqiáng.

★ “逞强”「強がる」。
“收拾”「片付ける，整理する」。

依頼・許可・
要求・忠告

ハイ       メイ        ワンチュアン         ハオ       ビエ            チョンチアン

B*: 谢谢，收拾好这儿就回去。
Xièxie, shõushihäo zhèr jiù huíqù.
シエシエ

ショウシハオ           ヂォール  ジィウ  ホエイチュー

A: まだ完全には治ってないんだから，無理しないでね。
B: ありがとう，ここを片付けたら帰ります。
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勧誘・申し出・提案

□ 117

情報を交換する

A: 您怎么了？
B*: 啊，头有点儿疼。

感情・性格

★ “看”「〜と思う，〜とみる」。
“气色”「顔色」。
“没事”「大したことはない」。

A: 看你气色不太好，没事吧？

挨拶・社交

11 □ 115

2-11. d 祝福
11 □ 118
03

ご結婚，おめでとう！

恭喜你结婚！ Gõngxœ nœ jiéhÆn!
A*: 下个月，准备结婚。
Xiàgeyuè, zhŒnbèi jiéhÆn.

★ “准备”「〜するつもりである，
〜する予定である」。

シアガユエ            ヂュエンベイ      ジエフエン

B: 是吗？  恭喜你结婚！
Shì ma?

Gõngxœ nœ jiéhÆn!

  シー       マ                  ゴォンシィー    ニー   ジエフエン

A: 来月，結婚することになりました。
B: そうなの？ ご結婚，おめでとう！

□ 119

よくやったわね！

干得不错！ Gànde búcùo!
A: 你进了那家公司工作，干得不错！
Nœ jìnle nàjiã gõngsï gõngzuò, gànde búcùo!
ニー     ジンラ     ナージア     ゴォンスー          ゴォンズオ             ガンダ          ブーツオ

B*: 运气好而已。
Yùnqì häo éryœ.

★ “干”「〜をする」。
“而已”「〜だけである」。

ユィンチィー     ハオ   アールイー

A: あの会社で働くなんて，よくやったわね！
B: 運がよかっただけだから。

□ 120

〜さんに乾杯！

为〜干杯！ Wèi ~ gãnbëi!
A: 恭喜你就职。为小陈干杯！
Gõngxœ nœ jiùzhí. Wèi xiäo Chén gãnbëi!
  ゴォンシィー    ニー   ジィウヂー         ウエイ    シアオ         チェン        ガンベイ

B*: 为了我大家聚在一起，太谢谢了。

★ “为”「〜に《動作の受益者を
示す》」。
“为了”「〜のために」。
“聚”「集まる」。
“聚在一起”「一緒に集まる」。

Wèile wö dàjiã jù zài yìqœ, tài xièxie le.
ウエイラ      ウオ    ダージア  ジュー  ザイ  イーチィー  タイ      シエシエ      ラ

A: ご就職，おめでとう。陳さんに乾杯！
B: 僕のためにみんな集まってくれて，どうもありがとう。
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2-12. d 尊敬
04

尊敬しています。

挨拶・社交

11 □ 121

值得尊敬。Zhíde zÆnjìng.
A*: 跟王教授学习的地方很多。
Gën Wáng jiàoshòu xuéxí de dìfang hån duõ.

B: 很棒的老师，值得尊敬。
Hån bàng de läoshï, zhíde zÆnjìng.
ヘン        バン        ダ        ラオシー         ヂーダ        ズエンジィン

★ “ 跟 ”「（ 先 生 に ） つ い て 〜 す る，
〜から，〜に（対して）」。
“棒”「すばらしい」
。

□ 122

質問と受け答え

A: 王教授からは学ぶことが多いね。
B: すばらしい先生よ，尊敬するわ。

彼は本当に立派です。

他很了不起。Tã hån liäobuqœ.
Tã måitiãn dõu sòng háizi shàngxué.
ター     メイティエン       ドウ      ソォン        ハイズ         シャンシュエ

★ “了不起”「立派な，すばらしい」。

意見・意思を
伝える

Tã hån liäobuqœ.
ター     ヘン      リアオブチィー

A: 彼は毎日，子供を学校まで送っているのよ。
B: 本当に立派ですよ。

みんなあなたに感心しています。

勧誘・申し出・提案

□ 123

大家对你都很佩服。Dàjiã duì nœ dõu hån pèifu.
A: 你帮助了小李。大家对你都很佩服。
Nœ bãngzhùle xiäo Lœ. Dàjiã duì nœ dõu hån pèifu.

Shì ma?
シー       マ

Wö méi zuò shénme a!

★ “帮助”「助ける，手伝う」。
“佩服”「感心する，敬服する」。

ウオ       メイ      ズオ           シェンマ       ア

A: 李さんを助けてあげたのね。みんなあなたに感心してるわ。
B: そう？ 何もしてないよ！
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依頼・許可・
要求・忠告

ニー         バンヂュウラ          シアオ     リー        ダージア    ドエイ  ニー    ドウ       ヘン        ペイフ

B*: 是吗？  我没做什么啊！

情報を交換する

A: 他每天都送孩子上学。
B*: 他很了不起。

感情・性格

    ゲン            ワン          ジアオショウ      シュエシィ    ダ      ディファン       ヘン     ドゥオ

2-13. d 賞賛・ほめる①
12 □ 124
01

すごい！

真棒！ Zhën bàng!
★ “所有”「あらゆる，すべての」。
「すごい」は “真了不起” とも言う。
“棒”「（体力や能力が）すごい，す
ばらしい」。
“够〜的”「ずいぶん〜だ」。

A*: 所有作业，一天都做完了。
Suöyöu zuòyè, yìtiãn dõu zuòwán le.
スオヨウ         ズオイエ       イーティエン    ドウ          ズオワン        ラ

B: 真棒！    够快的。
Zhën bàng! Gòu kuài de.
    ヂェン        バン                ゴウ       クアイ      ダ

A: 宿題は全部，一日で終えてしまったよ。
B: すごい！ ずいぶん早かったね。

□ 125

すばらしい！

好极了！ Häo jí le!
A*: 从 4 月份起，我提为科长。
Cóng sì yuèfën qœ, wö tí wéi këzhäng.
ツオン     スー    ユエフェン  チィー    ウオ  ティー  ウエイ   コォーヂャン

B: 好极了！
Häo jí le!

★ “提”「（地位を）引き上げる」。
“为”「〜になる，〜に変わる［変える］」。
“好极了”「非常によい」。
“- 极了”「とても，実に」。動詞・形容詞
の補語として用いて，程度が最高である
ことを表す。

ハオ    ジー  ラ

A: 4 月から，私は課長に昇級します。
B: すばらしい！

□ 126

たいしたものね。

真能干。Zhën nénggàn.
A*: 这次我买了一套房子。
Zhècì wö mäi le yítào fángzi.
ヂォーツー     ウオ      マイ     ラ    イータオ       ファンズ

B: 真能干，才这么年轻。
Zhën nénggàn, cái zhème niánqïng.

★ “能干”「有能な，やり手の」。
“年轻”「（相対的に）年が若い」。

   ヂェン            ノンガン          ツァイ      ヂォーマ         ニエンチィン

A: 今度，マンションを買うんです。
B: たいしたものね，まだこんなに若いのに。
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2-14. d 賞賛・ほめる②〜服装・アクセサリー
02

似合ってるわよ。

挨拶・社交

12 □ 127

佩你正合适。Pèi nœ zhèng héshì.
A: 这条领带，佩你正合适。
Zhè tiäo lœngdài, pèi nœ zhèng héshì.

B*: 谢谢。是不是有点儿艳了？
Xièxie. Shì bu shì yöudiänr yàn le?
シエシエ           シー      ブ     シー         ヨウディアル      イエン    ラ

□ 128

質問と受け答え

A: そのネクタイ，似合ってるわよ。
B: ありがとう。ちょっと派手じゃない？

おしゃれだね。

挺潇洒的。Tœng xiãosä de.
Nà dœng màozi, tœng xiãosä de.
ナー     ディン          マオズ        ティン      シアオサー      ダ

B: 星期天刚买的。

★ “顶”「帽子や蚊帳など頂点をもつ
ものを数える量詞」。
“潇洒”「おしゃれな，（表情や振
舞いが）スマートな」。
“刚”「ちょうど〜したばかり」。

意見・意思を
伝える

Xïngqïtiãn gãng mäi de.
シィンチィーティエン       ガン         マイ      ダ

A: その帽子，おしゃれだね。
B: 日曜日に買ったばかりなの。

うらやましい。

真羡慕你。Zhën xiànmù nœ.
A*: 你很合适橙色，真羡慕你。
Nœ hån héshì chéngsè, zhën xiànmù nœ.

依頼・許可・
要求・忠告

ニー     ヘン     ホォシー        チョンソォー         ヂェン        シエンムー      ニー

★ “羡慕”「うらやむ，羨望する」。
“正”「〜しているところ」。動
作の進行や持続を表す。

B: 是吗？ 现在正流行。
Shì ma? Xiànzài zhèng liúxíng.
シー       マ

シエンザイ         ヂョン        リィウシィン

A: オレンジ色が似合うね，うらやましい。
B: そう？ 今，流行ってるのよ。
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勧誘・申し出・提案

□ 129

情報を交換する

A*: 那顶帽子，挺潇洒的。

感情・性格

ヂォー  ティアオ       リンダイ          ペイ   ニー      ヂョン        ホォシー

★ “条”「細長い物を数える量詞」。
“佩”「身につける」。
“合适”「ちょうどよい」。
“艳”「鮮やかな，派手な」。

2-15. d 恋愛感情
12 □ 130
03

あなたのことが好きです。

我喜欢你。Wö xœhuan nœ.
★ “不过”「でも，しかし」
《“但是”
よりも語気が軽い》。

A*: 我喜欢你。
Wö xœhuan nœ.
ウオ       シィホアン     ニー

B: 太吃惊了，不过我很高兴。
Tài chïjïng le, búguò wö hån gãoxìng.
タイ      チージィン      ラ        ブーグオ       ウオ      ヘン         ガオシィン

A: あなたのことが好きです。
B: びっくり，でもうれしいです。

□ 131

きみは僕の理想の人です。

你是我的梦中情人。Nœ shì wö de mèngzhõng qíngrén.
A*: 你是我的梦中情人。
Nœ shì wö de mèngzhõng qíngrén.
ニー   シー     ウオ     ダ

モンヂョン

★ “梦中情人”「理想の恋人」。
“不错”「かなりよい」。

チィンレン

B: 是吗？  我对你的印象也不错。
Shì ma?
シー       マ

Wö duì nœ de yìnxiàng yå búcuò.
ウオ     ドエイ  ニー   ダ         インシアン         イエ     ブーツオ

A: きみは僕の理想の人です。
B: そうなの？ 私もあなたに好印象を持っていました。

□ 132

だれかつきあっている人はいるの？

现在和谁在交往吗？ Xiànzài hé shuí zài jiãowäng ma?
A*: 现在和谁在交往吗？
Xiànzài hé shuí zài jiãowäng ma?
シエンザイ      ホォ   シュエイ    ザイ        ジアオワン            マ

★ “在”「《動作の進行を表して》
〜している」。
“交往”「つきあう」。

B: 是的，我有男朋友。
Shì de, wö yöu nánpéngyou.
シー      ダ           ウオ       ヨウ

ナンポンヨウ

A: だれかとつきあっているの？
B: はい，彼氏がいます。
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2-16. d 不平・不満・文句①
04

どうして〜してくれなかったの？

挨拶・社交

12 □ 133

为什么不给我〜？ Wèi shénme bù gåi wö ~?
A: 为什么不给我打电话？
Wèi shénme bù gåi wö dä diànhuà?

感情・性格

ウエイ         シェンマ        ブー     ゲイ    ウオ    ダー      ディエンホア

B*: 抱歉。我没有听电话录音。
Bàoqiàn. Wö méiyöu tïng diànhuà lùyïn.
     バオチエン             ウオ          メイヨウ       ティン       ディエンホア      ルーイン

□ 134

質問と受け答え

A: どうして電話してくれなかったの？
B: ごめん。留守電を聞いてなかったんだ。

むかつく！

真气人！ Zhën qì rén!
Zhën qì rén! Wèi shénme läotiãn zhœ duì wö zhème cánrån?
   ヂェン  チィー  レン             ウエイ        シェンマ       ラオティエン   ヂー    ドエイ   ウオ       ヂォーマ      ツァンレン

B*: 凡事往好处想吧。
ファンシー         ワン           ハオチュ        シアン       バ

A: むかつく！ どうして神さまは私にだけこんなに残酷なの？
B: 物事はよいほうに考えて。

我慢できない。

太受不了了。Tài shòubuliäo le.
A: 这一段，总是出问题，太受不了了。
Zhè yíduàn, zöngshì chÆ wèntí, tài shòubuliäo le.

★ “这一段”「このところ」。
“受不了”「耐えられない」。

依頼・許可・
要求・忠告

ヂォー    イードゥアン       ゾォンシー      チュウ  ウエンティー  タイ        ショウブリアオ       ラ

B*: 如果有需要我帮忙的话，别客气说一声就行。
Rúguö yöu xÆyào wö bãngmáng de huà, bié kèqi shuõ yìshëng jiù xíng.
ルーグオ        ヨウ     シューヤオ     ウオ            バンマン           ダ       ホア      ビエ  コォーチィ   シュオ       イーション     ジィウ   シィン

A: このところ，いつもトラブル発生よ。我慢できない。
B: 僕で手伝えることがあれば，遠慮せずに一声かけてくれたらいいよ。
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勧誘・申し出・提案

□ 135

意見・意思を
伝える

Fánshì wäng häochu xiäng ba.

★ “气人”「腹立たしい」
。“老天”「神さま」。
“残忍”「残忍な，冷酷な」
。
“凡事”「何事も」。“往”「〜の方へ，〜に
向かって」。“好处”「有利な点，好意」。

情報を交換する

A: 真气人！  为什么老天只对我这么残忍？

2-17. d 不平・不満・文句②
13 □ 136
01

退屈だなあ。

实在无聊。Shízài wúliáo.
A: 从明天开始 3 连休，去韩国旅游。
Cóng míngtiãn kãishœ sãn liánxiÆ, qù Hánguó lﬂyóu.
ツオン        ミィンティエン       カイシー       サン     リエンシィウ     チュー       ハングオ        リューヨウ

★ “无聊”「退屈である，つま
らない，くだらない」。

B*: 我什么计划都没有，实在无聊。
Wö shénme jìhuà dõu méiyöu, shízài wúliáo.
ウオ          シェンマ         ジーホア      ドウ          メイヨウ           シーザイ       ウーリアオ

A: 明日からの 3 連休，韓国に行くのよ。
B: 僕は何にも予定がないよ，退屈だなあ。

□ 137

つまんないなあ。

真没劲（儿）。Zhën méi jìn(r).
A: 明天去打高尔夫球吗？
Míngtiãn qù dä gão’årfÆqiú ma?
ミィンティエン    チュー  ダー     ガオアールフーチィウ        マ

★「つまらない」は “真没意思” とも言える。
“要”「〜しそうだ」。
“可能”「たぶん〜かもしれない」。

B*: 有点儿要下雪，可能去不了。真没劲儿。
Yöudiänr yào xià xuå, kånéng qùbuliäo. Zhën méi jìnr.
ヨウディアル        ヤオ      シア    シュエ       コォーノン         チューブリアオ           ヂェン        メイ     ジアル

A: 明日はゴルフに行くの？
B: どうも雪が降りそうだから行けないかも。つまんないなあ。

□ 138

うんざりです。

真难受。Zhën nánshòu.
A*: 都进了秋天还这么闷热，真难受。
Dõu jìnle qiÆtiãn hái zhème mënrè, zhën nánshòu.
    ドウ       ジンラ    チィウティエン   ハイ       ヂォーマ        メンロォー        ヂェン        ナンショウ

B: 是啊，让人受不了。
Shì a, ràng rén shòubuliäo.
シー    ア       ラン       レン          ショウブリアオ

★ “闷热”「蒸し暑い」。
“难受”「つらい，やりきれない，
うんざりだ，不快だ」。

A: 秋になってもこんなに蒸し暑いとは，うんざりだね。
B: そう，耐えられないわ。
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2-18. d 憤り・憤慨①
02

いい加減にして！

够了！ Gòu le!
A: 够了！  太吵了！
Gòu le!

Tài chäo le!

B*: 对不起。不知道你在打电话。
Duìbuqœ. Bù zhïdào nœ zài dä diànhuà.
  ドエイブチィー            ブー       ヂーダオ      ニー   ザイ   ダー      ディエンホア

□ 140

質問と受け答え

A: いい加減にして！ うるさいわよ！
B: ごめん。電話中だったのか。

馬鹿にしないで！

别小看人！ Bié xiäokàn rén!
Nœ yìzhí kàn kätõng.

★ “卡通”「マンガ，アニメ」。
“小看”「見くびる，見下す」。

ニー    イーヂー     カン       カートォン

B: 别小看人！   这个卡通的题材是《三国演义》。

意見・意思を
伝える

Bié xiäokàn rén! Zhège kätõng de tícái shì «Sãn guó yänyì».
  ビエ        シアオカン        レン             ヂォーガ        カートォン       ダ   ティーツァイ  シー      サン       グオ      イエンイー

A: ずっとマンガ読んでるね。
B: 馬鹿にしないで！ このマンガの題材は『三国志』なのよ。

本当に腹が立つ。

气死人了。Qì sœ rén le.
A*: 你一直在训人。
Nœ yìzhí zài xùn rén.

B: 他一点儿都没听进去。气死人了。
Tã yìdiänr dõu méi tïngjinqu. Qì sœ rén le.
ター    イーディアル      ドウ        メイ      ティンジンチュ        チィー  スー  レン     ラ

A: ずっと叱ってるね。
B: 私の話を全然聞かないの。本当に腹が立つ。
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依頼・許可・
要求・忠告

ニー    イーヂー     ザイ  シュイン   レン

★ “训”「教え諭す，叱る」。
“- 进去”「《動詞の後に用い
て》動作が外から中へ入っ
ていくことを表す」。
“气”「怒らせる，怒る」。
“死”「極限に達しているこ
とを表す」。

勧誘・申し出・提案

□ 141

情報を交換する

A*: 你一直看卡通。

感情・性格

    ゴウ      ラ                 タイ      チャオ      ラ

★ “够了！”「もうたくさんだ！」
「いい加減にして！」のニュ
アンス。
“吵”「騒がしい」。

挨拶・社交

13 □ 139

2-19. d 憤り・憤慨②
13 □ 142
03

うそをつかないで！

别骗我！ Bié piàn wö!
A*: 下星期一直有加班，去不了。
Xiàxïngqï yìzhí yöu jiãbãn, qùbuliäo.
シアシィンチィー      イーヂー      ヨウ        ジアバン         チューブリアオ

B: 别骗我！  你不想去吧？
Bié piàn wö! Nœ bù xiäng qù ba?
  ビエ      ピエン     ウオ         ニー   ブー      シアン     チュー   バ

A: 来週はずっと残業だから，行けないよ。
B: うそつかないで！ 行きたくないんでしょう？

□ 143

あなたのせいよ。

都怪你。Dõu guài nœ.
A*: 对不起，我来晚了。
Duìbuqœ, wö lái wän le.
  ドエイブチィー       ウオ    ライ      ワン      ラ

B: 已经座满了，都怪你。
Yœjing zuò män le, dõu guài nœ.

★ “座”「席」。
“怪”「とがめる，責める」。

イージィン      ズオ        マン      ラ        ドウ       グアイ   ニー

A: ごめん，遅れちゃった。
B: 満席になっちゃったわよ，あなたのせいよ。

□ 144

ふざけないで！

别开玩笑了！ Bié kãi wánxiào le!
A*: 你能把样品处理一下吗？
Nœ néng bä yàngpœn chŒlœ yíxià ma?

★ “ 开 玩 笑 ”「 ふ ざ け る，
からかう」。

ニー      ノン       バー         ヤンピン       チュウリー    イーシア      マ

B: 别开玩笑了！   这是你的工作吧？
Bié kãi wánxiào le! Zhè shì nœ de gõngzuò ba?
  ビエ      カイ         ワンシアオ        ラ          ヂォー     シー   ニー   ダ          ゴォンズオ        バ

A: サンプル品，処分してくれる？
B: ふざけないで！ あなたの仕事でしょう？
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2-20. d 憤り・憤慨③
04

挨拶・社交

話にならないわ。

13 □ 145

太不像话了。Tài bú xiàng huà le.
A*: 听说订货后 2 个星期才能到。
Tïngshuõ dìnghuò hòu liäng ge xïngqï cái néng dào.

B: 太不像话了。
Tài bú xiàng huà le.
タイ    ブー       シアン        ホア      ラ

★ “听说”「〜だそうだ（ね），〜って
聞いたけど」。
“ 不 像 话 ”「 て ん で 話 に な ら な い，
筋が通らない」。

□ 146

質問と受け答え

A: 注文してから 2 週間後に届くんだって。
B: 話にならないわ。

あなたに話しても無駄だわ。

跟你说也没用。Gën nœ shuõ yå méiyòng.
Nœ fàxíng gòu qíguài de.

★ “奇怪”「奇妙だ，不思議だ」。
“没用”「役に立たない」。

ニー  ファーシィン      ゴウ    チィーグアイ     ダ

B: 这是最新的。跟你说也没用。

意見・意思を
伝える

Zhè shì zuìxïn de. Gën nœ shuõ yå méiyòng.
ヂォー    シー        ズイシン      ダ            ゲン    ニー     シュオ    イエ         メイヨォン

A: きみのヘアスタイル，へんだよ。
B: 一番新しいのよ。あなたに話しても無駄だわ。

もうけっこうよ。

算了。Suàn le.
A*: 今天累死了，明天也有一大堆事。
Jïntiãn lèi sœ le, míngtiãn yå yöu yídàduï shì.

依頼・許可・
要求・忠告

ジンティエン   レイ  スー   ラ        ミィンティエン     イエ     ヨウ     イーダードエイ    シー

★ “一大堆”「ひと山の，
ひとかたまりの」。
“算”「やめにする」。

B: 算了。不麻烦你了。
Suàn le. Bù máfan nœ le.
スアン     ラ        ブー      マーファン    ニー   ラ

A: 今日は疲れきってしまったし，明日もいっぱい用事があるし。
B: もうけっこうよ。あなたに面倒をかけないわ。
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勧誘・申し出・提案

□ 147

情報を交換する

A*: 你发型够奇怪的。

感情・性格

ティンシュオ          ディンフオー        ホウ       リアン       ガ     シィンチィー  ツァイ      ノン        ダオ

2-21. d あきれてがっかりしたとき
14 □ 148
01

がっかりだわ。

太失望了。Tài shïwàng le.
A*: 今年的奖金很多吧？
Jïnnián de jiängjïn hån duõ ba?
   ジンニエン       ダ        ジアンジン        ヘン      ドゥオ     バ

★ “〜多了”「ずっと〜だ」。

B: 比去年少多了。太失望了。
Bœ qùnián shäo duõ le. Tài shïwàng le.
ビー   チューニエン     シャオ     ドゥオ     ラ         タイ          シーワン         ラ

A: 今年のボーナス，多かったでしょう？
B: 去年よりずっと少なかったの。がっかりだわ。

□ 149

落胆したわ。

真丧气。Zhën sàngqì.
A*: 这部电影怎么样？
Zhè bù diànyœng zånmeyàng?
ヂォー    ブー        ディエンイン               ゼンマヤン

★ “ 丧 气 ”「 落 胆 す る，
がっかりする」
。

B: 一点儿都没意思，真丧气。
Yìdiänr dõu méi yìsi, zhën sàngqì.
イーディアル      ドウ        メイ     イース       ヂェン      サンチィー

A: この映画どうだった？
B: 全然面白くなくて，落胆したわ。

□ 150

まったくもう。

真没用。Zhën méiyòng.
A: 我在半道迷路了。
Wö zài bàndào mílù le.
ウオ     ザイ       バンダオ        ミールー    ラ

★ “半道”「途中」
。
“又”「《否定を強調し》いまさら〜でも
あるまいし」。

B*: 真没用。来这儿又不是第一次吧？
Zhën méiyòng. Lái zhèr yòu bú shì dìyïcì ba?
  ヂェン            メイヨォン             ライ    ヂォール     ヨウ     ブー    シー   ディーイーツー  バ

A: 途中で道に迷ってしまったんだ。
B: まったくもう。ここに来るの初めてってわけじゃないでしょう？
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2-22. d 冷静・落ち着き
02

冷静になって。

挨拶・社交

14 □ 151

请冷静一下。Qœng långjìng yíxià.
★ “干”「〜をする」。

A*: 这个工作，我不干了。
Zhège gõngzuò, wö bú gàn le.

感情・性格

   ヂォーガ           ゴォンズオ          ウオ     ブー     ガン     ラ

B: 请冷静一下。
Qœng långjìng yíxià.
チィン         ロンジィン        イーシア

□ 152

質問と受け答え

A: この仕事，やりたくなくなったよ。
B: 冷静になって。

かっかしないで。

请不要激动。Qœng bú yào jïdòng.
Tã zhème zuò kåndìng shì gùyì de.
ター      ヂォーマ         ズオ        ケンディン        シー    グーイー    ダ

B: 请不要激动。

意見・意思を
伝える

Qœng bú yào jïdòng.
チィン      ブー     ヤオ     ジードォン

A: 彼がこんなことをするのは絶対にわざとだよ。
B: かっかしないで。

気を楽にして！

勧誘・申し出・提案

□ 153

放松点儿！ Fàngsõng diänr!
A*: 我发错了电子邮件。该怎么办好呢？
Wö fã cuò le diànzœ yóujiàn. Gãi zånme bàn häo ne?
★ “放松”「気を楽にする，リラックスする」。

Fàngsõng diänr!
ファンソォン         ディアル

A: メールを誤送信しちゃった。どうしたらいいんだろう？
B: 気を楽にして！
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依頼・許可・
要求・忠告

ウオ   ファー  ツオ      ラ   ディエンズー       ヨウジエン           ガイ          ゼンマ         バン      ハオ      ナ

B: 放松点儿！

情報を交換する

★ “肯定”「まちがいなく」。
“故意”「わざと」。
“ 激 动 ”「 感 情 が 高 ぶ る，
興奮する」。

A*: 他这么做肯定是故意的。

2-23. d 容姿をほめる
14 □ 154
03

かっこいい！

真帅！ Zhën shuài!
A*: 我的新西服怎么样？  合身吗？
Wö de xïn xïfú zånmeyàng? Héshën ma?
ウオ      ダ      シン    シィフー           ゼンマヤン

ホォシェン         マ

★ “合身”「（衣服が）体に
ぴ っ た り 合 う， フ ィ ッ
トした」。

B: 真帅！
Zhën shuài!
   ヂェン       シュアイ

A: 僕の新しいスーツどう？
B: かっこいい！

□ 155

ぴったりかな？

きれいだね。

你挺漂亮的。Nœ tœng piàoliang de.
A*: 你挺漂亮的。
Nœ tœng piàoliang de.
ニー   ティン        ピアオリアン         ダ

B: 别奉承我。

★ “奉承”「お世辞を言う」。

Bié fèngcheng wö.
  ビエ          フォンチョン           ウオ

A: きれいだね。
B: お世辞は言わないで。

□ 156

スタイルがいいね。

〜身体够苗条的。~ shëntœ gòu miáotiao de.
A*: 她身体够苗条的。
Tã shëntœ gòu miáotiao de.
ター   シェンティー    ゴウ       ミアオティアオ      ダ

★ “苗条”「プロポーションがいい，
スタイルがいい」。
“像〜一样”「まるで〜みたいだ」。

B: 像模特一样。
Xiàng mótè yíyàng.
シアン      モートォー      イーヤン

A: 彼女，スタイルがいいね。
B: まるでモデルみたいね。
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2-24. d 希望・願望
04

〜できるといいのになあ。

挨拶・社交

14 □ 157

能〜就好了。Néng ~ jiù häo le.
A*: 质量检查，能合格就好了。
Zhìliàng jiänchá, néng hégé jiù häo le.

B: 日本的标准可严格了。
Rìbån de biãozhŒn kå yángé le.

★ “标准”「標準，基準」。
“可”「強調を表す語」。

リーベン     ダ        ビアオヂュエン   コォー   イエンガー    ラ

□ 158

質問と受け答え

A: 品質検査，合格できるといいのになあ。
B: 日本の基準は厳しいものね。

〜を望みます。

望〜。Wàng ~.
Gõngsï de rénshì ãnpái hån máfan.

★ “安排”「（人員などを）
配置する，割りふる」。

    ゴォンスー      ダ       レンシー       アンパイ       ヘン      マーファン

B: 望你能圆满解决。
ワン       ニー     ノン

意見・意思を
伝える

Wàng nœ néng yuánmän jiåjué.
ユアンマン        ジエジュエ

A: 会社の人員配置が面倒なんだ。
B: 円満に解決されることを望みます。

〜しますように。

但愿〜。Dànyuàn ~.
A: 但愿能尽早再见到你。
Dànyuàn néng jœnzäo zài jiàndào nœ.

B*: 是，我再争取来上海的机会。
Shì, wö zài zhëngqŒ lái Shànghäi de jïhuì.
シー       ウオ     ザイ       ヂョンチュー      ライ          シャンハイ         ダ    ジーホエイ

A: できるだけ早くまた会えますように。
B: はい，また上海に来るチャンスを得ます。
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依頼・許可・
要求・忠告

       ダンユアン          ノン          ジンザオ      ザイ       ジエンダオ      ニー

★ “ 但 愿 ” は “ 希 望（xïwàng）”
と置き換えても可。
“尽早”「できるだけ早く」。
“- 到”「《結果補語で》目標の
達成を示す」。

勧誘・申し出・提案

□ 159

情報を交換する

A*: 公司的人事安排很麻烦。

感情・性格

     ヂーリアン         ジエンチャー         ノン       ホォガー   ジィウ    ハオ     ラ

2-25. d 喜び・幸せ
15 □ 160
01

とてもうれしいです。

非常满意。Fëicháng mänyì.
★ “交朋友”「友達になる」。
“幸运”「幸運（である），幸せ（で
ある）」。
“满意”「うれしく思う，満足する」。

A: 和她交了朋友很幸运吧？
Hé tã jiãole péngyou hån xìngyùn ba?
ホォ   ター    ジアオラ            ポンヨウ          ヘン        シィンユィン      バ

B*: 当然，非常满意。
Dãngrán, fëicháng mänyì.
       ダンラン              フェイチャン         マンイー

A: 彼女と友達になれてよかったでしょう？
B: もちろん，とてもうれしいです。

□ 161

お会いできてうれしいです。

见到你很高兴。Jiàndào nœ hån gãoxìng.
A*: 见到你很高兴。
Jiàndào nœ hån gãoxìng.
    ジエンダオ      ニー    ヘン         ガオシィン

★ “早就”「とっくに，早くから」。

B: 我也是早就想见你。
Wö yå shì zäojiù xiäng jiàn nœ.
ウオ    イエ    シー     ザオジィウ       シアン       ジエン   ニー

A: お会いできてうれしいです。
B: 私も前からお会いしたいと思っていました。

□ 162

幸せです。

太幸运了。Tài xìngyùn le.
A*: 恭喜您喜得贵子。
Gõngxœ nín xœ dé guìzœ.
     ゴォンシィ      ニン    シィ  ダー    グイズー

★ “贵子”「息子さん」。
「娘さん」は “贵女（guìnﬂ）”。
“幸运”「幸運である，幸せである」。

B: 谢谢，太幸运了。
Xièxie, tài xìngyùn le.
シエシエ       タイ      シィンユィン      ラ

A: お子さんのお誕生，おめでとう。
B: ありがとう，幸せです。
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2-26. d 無力感
02

憂鬱だ。

挨拶・社交

15 □ 163

真郁闷。Zhën yùmèn.
Zhõumò kånéng yào lái qiáng táifëng.
      ヂョウモー         コォーノン        ヤオ     ライ       チアン        タイフォン

B: 是的，只好一直待在家里了。真郁闷。
Shì de, zhœhäo yìzhí dãi zài jiãli le. Zhën yùmèn.
シー     ダ          ヂーハオ        イーヂー     ダイ     ザイ    ジアリ    ラ             ヂェン         ユーメン

□ 164

質問と受け答え

A: 週末は大きい台風が来そうだね。
B: そう，ずっと家にいるしかない。憂鬱だわ。

落ち込んでるの。

情绪不太好。Qíngxù bú tài häo.
Jïntiãn wèi shénme zhème läoshi?

       ゼンマ       ラ                  ジンティエン   ウエイ        シェンマ           ヂォーマ           ラオシ

B: 情绪不太好。

意見・意思を
伝える

Qíngxù bú tài häo.

★ “老实”「おとなしい，誠実である」
。
。
“情绪”「気持ち，気分，意欲，嫌気」

チィンシュー     ブー   タイ     ハオ

A: どうしたの？ 今日はなんでこんなにおとなしいの？
B: 落ち込んでるの。

どうしようもない。

勧誘・申し出・提案

□ 165

没办法。Méi bànfä.
A: 到伤好为止，连班都上不了吗？
Dào shãng häo wéizhœ, lián bãn dõu shàngbuliäo ma?

Shì a, méi bànfä.
シー    ア       メイ     バンファー

★ “到〜为止”「〜まで」。
“连〜”「〜さえも」。
“班”「職場」。

A: ケガが治るまで，会社にも行けないの？
B: そう，どうしようもない。
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依頼・許可・
要求・忠告

   ダオ         シャン         ハオ        ウエイヂー      リエン     バン       ドウ            シャンブリアオ             マ

B*: 是啊，没办法。

情報を交換する

A*: 怎么了？  今天为什么这么老实？
Zånme le?

感情・性格

★ “可能”「〜かもしれない」。
“要”「〜しそうだ」。
“待”「じっとしている」。
“郁闷”「気がふさぐ」。

A*: 周末可能要来强台风。

2-27. d 楽しみ
15 □ 166
03

楽しい。

很愉快。Hån yúkuài.
A*: 今天还去运动俱乐部吗？
Jïntiãn hái qù yùndòng jùlèbù ma?
ジンティエン     ハイ  チュー     ユィンドォン     ジューラーブー    マ

B: 对，做运动是很愉快的。
Duì, zuò yùndòng shì hån yúkuài de.
ドエイ       ズオ        ユィンドォン        シー      ヘン       ユークアイ      ダ

A: 今日もまたスポーツクラブに行くの？
B: ええ，運動するのが楽しいの。

□ 167

〜は私の楽しみです。

〜是我的乐趣。~ shì wö de lèqù.
A: 你最近早上喝什么？
Nœ zuìjìn zäoshang hë shénme?
ニー     ズイジン           ザオシャン        ホォ        シェンマ

B*: 早上喝一杯咖啡是我的乐趣。

★ “乐趣”「楽しみ，喜び」。

Zäoshang hë yì bëi kãfëi shì wö de lèqù.
        ザオシャン        ホォ   イー   ベイ   カーフェイ   シー     ウオ     ダ    ラーチュー

A: このごろ朝，何を飲んでいるの？
B: 朝，一杯のコーヒーを飲むのが私の楽しみです。

□ 168

〜は楽しみに待っています。

〜就高兴等待吧。~ jiù gãoxìng dångdài ba.
A*: 好吧，下周我带北京的特产过去。
Häo ba, xiàzhõu wö dài Båijïng de tèchän guòqù.
ハオ       バ          シアヂョウ        ウオ     ダイ       ベイジィン       ダ     トォーチャン    グオチュー

B: 是吗？  那，我们就高兴等待吧。
Shì ma?
シー       マ

★ “好吧”「《同意を表し
て》よし，じゃあ」。
“带”「持つ」。
“特产”「特産物」。
“等待”「待つ」。

Nà, wömen jiù gãoxìng dångdài ba.
ナー          ウオーメン     ジィウ      ガオシィン            ドンダイ         バ

A: じゃあ，来週は北京の特産品を持って行くよ。
B: そう？ では私たち楽しみに待ってるわ。
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2-28. d 残念な気持ち
04

〜を残念に思います。

挨拶・社交

15 □ 169

真遗憾，〜。Zhën yíhàn, ~.
★ “计划”「計画」。

A*: 小李反对这个计划。
Xiäo Lœ fänduì zhège jìhuà.

感情・性格

シアオ      リー  ファンドエイ      ヂォーガ     ジーホア

B: 真遗憾，没能全体赞成。
Zhën yíhàn, méi néng quántœ zànchéng.
    ヂェン       イーハン         メイ        ノン     チュアンティー       ザンチョン

□ 170

質問と受け答え

A: 李さんは，このプランに反対しています。
B: 全員に賛成していただけないのを，残念に思います。

惜しかったね！

太可惜了！ Tài kåxï le!
Jiù chà yìfën jiù yíng le.
ジィウ  チャー   イーフェン  ジィウ    イン       ラ

★ “就〜”「〜だけ」。
“分”「点数」。
“赢”「勝負に勝つ」。
“可惜”「惜しい，残念な」。

B: 太可惜了！

意見・意思を
伝える

Tài kåxï le!
タイ  コォーシィー  ラ

A: あと１点で勝てたのに。
B: 惜しかったね！

こんなに残して，もったいない。

剩下这么多，好可惜啊。Shèngxià zhème duõ, häo kåxï a.
A*: 今天一点儿食欲都没有。
Jïntiãn yìdiänr shíyù dõu méiyöu.

B: 剩下这么多，好可惜啊。
Shèngxià zhème duõ, häo kåxï a.

★ “剩下”「残る，残す」。
“好”「とても」。

ションシア          ヂォーマ       ドゥオ       ハオ コォーシィー ア

A: 今日は少しも食欲がない。
B: こんなに残して，もったいないわね。
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依頼・許可・
要求・忠告

ジンティエン     イーディアル     シーユー      ドウ         メイヨウ

勧誘・申し出・提案

□ 171

情報を交換する

A*: 就差一分就赢了。

2-29. d 驚き
16 □ 172
01

びっくりした！

吓死人了！ Xià sœ rén le!
A: 吓死人了！  刚才那是什么声音？
Xià sœ rén le!

Gãngcái nà shì shénme shëngyïn?

シア   スー   レン     ラ                    ガンツァイ       ナー    シー          シェンマ            ションイン

★ “好像”「どうやら（〜のようだ）」。

B*: 好像是打雷声。
Häoxiàng shì däléishëng.
ハオシアン          シー         ダーレイション

A: びっくりした！ さっきのは何の音？
B: 雷が鳴ったみたいだよ。

□ 173

本気なの？

你是认真的吗？ Nœ shì rènzhën de ma?
A*: 我准备辞了工作，去美国留学。
Wö zhŒnbèi cí le gõngzuò, qù Måiguó liúxué.
ウオ       ヂュエンベイ     ツー   ラ        ゴォンズオ        チュー       メイグオ        リィウシュエ

B: 太意外了 !   你是认真的吗？
Tài yìwài le! Nœ shì rènzhën de ma?
タイ       イーワイ     ラ        ニー   シー         レンヂェン       ダ        マ

★ “准备”「〜するつもりである，
〜する予定である」。
“认真”「本気にする，真剣で
ある」。

A: 会社を辞めて，アメリカに留学するつもりだよ。
B: 意外だわ。本気なの？

□ 174

大変！

糟了！ Zãole!
A: 糟了！  这表慢了。
Zãole!

Zhè biäo màn le.

     ザオラ                    ヂォー    ビアオ        マン      ラ

★ “糟了 !”「大変！，しまった！」。
“赶不上”「間に合わない，追いつかない」。
“大巴”「
（路線バスなど大型の）バス」。

B*: 不跑着去车站，就赶不上大巴了。
Bù päozheqù chëzhàn, jiù gänbushàng dàbã le.
ブー       パオヂォチュー         チォーヂャン       ジィウ         ガンブシャン            ダーバー     ラ

A: 大変！ この時計，遅れてるんだわ。
B: 駅まで走らなきゃ，バスに間に合わないよ。

60
日常中国語会話ネイティブ表現 ためし読み → Webページへ

2-30. d 嘆き
02

がっかりだわ。

挨拶・社交

16 □ 175

太失望了。Tài shïwàng le.
★ （百货）商场”「デパート」
“
。
“关门”「閉店する」。

A*: 下班以后，你去商场了吗？
Xiàbãn yœhòu, nœ qù shãngchäng le ma?

感情・性格

シアバン         イーホウ      ニー チュー          シャンチャン           ラ       マ

B: 去了，但是关门了。太失望了。
Qù le, dànshì guãnmén le. Tài shïwàng le.
チュー   ラ         ダンシー            グアンメン         ラ         タイ          シーワン         ラ

□ 176

質問と受け答え

A: 仕事が終わってから，デパートへ寄ったの？
B: 行ったけど，閉店してた。がっかりだわ。

しかたがない。

没法子。Méi fäzi.
Nœ shìföu yòu méiyöu zhœchÆ tã de shïwù?
ニー    シーフォウ       ヨウ         メイヨウ          ヂーチュウ    ター    ダ       シーウー

Shì, tã yå hån nŒlì, méi fäzi.
シー     ター  イエ      ヘン  ニューリー     メイ    ファーズ

A: また彼のミスを指摘しなかったの？
B: うん，彼も努力してるし，しかたがない。

ついてないなあ。／なんてこった。

真倒霉。Zhën däoméi.
A: 昨天的足球赛，看了吗？
Zuótiãn de zúqiúsài, kàn le ma?

B*: 没有，因为太困，睡觉了。真倒霉。
Méiyöu, yïnwèi tài kùn, shuìjiào le. Zhën däoméi.
メイヨウ            インウエイ     タイ   クエン       シュエイジアオ    ラ          ヂェン           ダオメイ

A: 昨日のサッカーの試合，見た？
B: いや，眠くてたまらず，寝てしまって。ついてないなあ。
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依頼・許可・
要求・忠告

  ズオティエン       ダ      ズーチィウサイ        カン     ラ       マ

★ “困”「眠くなる」。
“倒霉”「運が悪い，ついてない」。
「ついてない」は“运气不好”と言っ
ても可。

勧誘・申し出・提案

□ 177

意見・意思を
伝える

★ “指出”「指摘する」。
“失误”「間違い，ミス」。
「しかたがない」は “没办法”
と言っても可。

B*: 是，他也很努力，没法子。

情報を交換する

A: 你是否又没有指出他的失误？

2-31. d 自信
16 □ 178
03

〜する自信があります。

我有信心〜。Wö yöu xìnxïn ~.
A*: 我有信心使项目成功。
Wö yöu xìnxïn shœ xiàngmù chénggõng.
ウオ       ヨウ         シンシン      シー          シアンムー

チョンゴォン

★ “使”「〜させる」。
“项目”「プロジェクト，項目」。
“都”「みんな，すべて」。
“靠”「頼る」。

B: 都靠你了。
Dõu kào nœ le.
   ドウ        カオ    ニー   ラ

A: プロジェクトを成功させる自信があります。
B: 頼りにしていますよ。

□ 179

〜するのは無理です。

... 做〜完全不可能。... zuò ~ wánquán bù kånéng.
★ “此”「これ，この」。
“如果”「もしも〜なら」。

A*: 一个人做此调查完全不可能。
Yí ge rén zuò cœ diàochá wánquán bù kånéng.
イー    ガ      レン      ズオ    ツー   ディアオチャー       ワンチュアン       ブー      コォーノン

B: 如果是你，肯定没问题。
Rúguö shì nœ, kåndìng méi wèntí.
ルーグオ      シー     ニー       ケンディン          メイ    ウエンティー

A: 一人で調査に行くのは無理だよ。
B: あなたなら，きっと大丈夫よ。

□ 180

自信を持って。

要有自信。Yào yöu zìxïn.
A*: 去夏威夷，真害怕我的英语行不通。
Qù Xiàwëiyí, zhën hàipà wö de YïngyŒ xíngbutõng.
チュー      シアウエイイー         ヂェン      ハイパー     ウオ      ダ           インユー            シィンブトォン

B: 要有自信。
Yào yöu zìxïn.
ヤオ       ヨウ      ズーシン

★ “夏威夷”「ハワイ」。
“害怕”「恐れる」。
“ 要 ”「 〜 し な け れ ば な ら な い，
〜すべきである」。

A: ハワイに行くんだけど，僕の英語が通じるか不安だな。
B: 自信を持って。
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2-32. d 安堵
04

安心しました。

挨拶・社交

16 □ 181

放心了。Fàngxïn le.
★ “修”「修理する，直す」。
“放心”「安心する」。

A*: 电脑一天就修好了。
Diànnäo yìtiãn jiù xiÆhäo le.

感情・性格

   ディエンナオ      イーティエン ジィウ    シィウハオ      ラ

B: 没想到这么快。这下放心了。
Méi xiängdào zhème kuài. Zhè xià fàngxïn le.
メイ          シアンダオ            ヂォーマ        クアイ        ヂォー     シア        ファンシン      ラ

□ 182

質問と受け答え

A: パソコンは 1 日ですぐ修理できるよ。
B: こんなに早いとは思わなかった。これで安心しました。

これでやっとほっとしました。

这回终于放心了。Zhè huí zhõngyú fàngxïn le.
Gõngchäng de tíngdiàn wèntí zhõngyú yào jiåjué le.
         ゴォンチャン           ダ      ティンディエン   ウエンティー       ヂョンユー         ヤオ     ジエジュエ    ラ

★ “终于”「ついに，やっと」。
“这回”「今回，今度」。

B: 这回终于放心了。

意見・意思を
伝える

Zhè huí zhõngyú fàngxïn le.
ヂォー     ホエイ       ヂョンユー           ファンシン       ラ

A: 工場の停電問題もついに解決しそうです。
B: これでやっとほっとしました。

運がよかったわね。

勧誘・申し出・提案

□ 183

你运气不错。Nœ yùnqì búcuò.
A*: 我的月票，不知是谁拾到了以后送到了车站。
Wö de yuèpiào, bù zhï shì shuí shí dàole yœhòu sòng dàole chëzhàn.

Nœ yùnqì búcuò.

★ “到”「《動詞＋到＋（場所を表す）名詞》
で，その場所への到達を表す介詞」。

ニー  ユィンチィー    ブーツオ

A: 僕の定期券，誰かが拾って駅に届けてくれたよ。
B: 運がよかったわね。
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依頼・許可・
要求・忠告

ウオ      ダ         ユエピアオ        ブー    ヂー     シー    シュエイ   シー       ダオラ        イーホウ       ソォン         ダオラ        チォーヂャン

B: 你运气不错。

情報を交換する

A*: 工厂的停电问题终于要解决了。

2-33. d 困惑
17 □ 184
01

ああ，どうしよう？

啊，怎么办？ À, zånme bàn?
A: 啊，怎么办？  忘了将资料储存。
À, zånme bàn?
アー         ゼンマ         バン

Wàng le jiãng zïliào chŒcún.
ワン        ラ      ジアン      ズーリアオ     チュウツエン

B*: 是吗？ 再好好儿确认一下。
Shì ma?

Zài häohãor quèrèn yíxià.

  シー       マ                  ザイ      ハオハオール         チュエレン      イーシア

★ “好好儿”「ちゃんと，よく」。AA

儿型の重ね型は副詞的な働きをし，
２番目の A の音節は第１声で発音
される。

A: ああ，どうしよう？ データを保存するの忘れてた。
B: そう？ もっとよく確めて。

□ 185 （面倒なことが起きて）困ったなあ。

这下麻烦了。Zhè xià máfan le.
★ “盯”「見つめる」。
“ 密 码 ”「 パ ス ワ ー ド，
暗証番号」。

A: 怎么了？ 总盯着画面。
Zånme le?

Zöng dïngzhe huàmiàn.

      ゼンマ         ラ                  ゾォン          ディンヂォ            ホアミエン

B*: 密码忘了，这下麻烦了。
Mìmä wàng le, zhè xià máfan le.
ミーマー           ワン       ラ     ヂォー     シア     マーファン     ラ

A: どうしたの？ ずっと画面を見つめたままで。
B: パスワードを忘れてしまって，困ったなあ。

□ 186 （忙しくて）まいったなあ。

忙死了。Máng sœ le.
A: 午饭后马上就商谈吗？
WŒfàn hòu mäshàng jiù shãngtán ma?
ウーファン       ホウ          マーシャン       ジィウ        シャンタン          マ

★ “〜死了”「〜でたまらない，〜
でまいってしまう」。“死” は極
限を表し，通例，“了” を伴う。

B*: 是的，这些都必须全部复印。忙死了。
Shì de, zhè xië dõu bìxÆ quánbù fùyìn. Máng sœ le.
シー      ダ       ヂォー    シエ      ドウ    ビーシュー   チュアンブー      フーイン

マン      スー  ラ

A: 昼食後，すぐ商談ですって？
B: そう，これ全部コピーしておかなきゃいけない。まいったなあ。
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2-34. d 後悔
02

もっと〜すればよかった。

挨拶・社交

17 □ 187

应该再〜就好了。Yïnggãi zài ~ jiù häo le.
A: 应该再周密地研究一遍计划就好了。
Yïnggãi zài zhõumìde yánjiÆ yí biàn jìhuà jiù häo le.
★ “周密地”「じっくりと」。

B*: 现在后悔也没用了。
Xiànzài hòuhuœ yå méi yòng le.
シエンザイ        ホウホエイ     イエ     メイ        ヨォン     ラ

□ 188

質問と受け答え

A: もっとじっくり計画を練っておけばよかった。
B: 今，後悔したって仕方ないよ。

あのとき〜しなければよかった。

当初不〜就好了。DãngchÆ bù ~ jiù häo le.
Yòu chÆle xïn jïxíng le.
ヨウ       チュウラ     シン     ジーシィン    ラ

★ “机型”「（機械などの）型」。
“当初”「以前，あのとき」。
“…就〜了”「…ならば〜だ」。

B*: 当初不那么着急买就好了。

意見・意思を
伝える

DãngchÆ bú nàme zháojí mäi jiù häo le.
       ダンチュウ       ブー       ナーマ       ヂャオジー      マイ    ジィウ    ハオ     ラ

A: また新しい機種が出たんですって。
B: あのとき急いで買わなければよかった。

あんなこと言わなければよかった。

那样的话不说就好了。Nàyàng de huà bù shuõ jiù häo le.
A: 刚才的话，是不是太尖锐了？

★ “尖锐”「辛辣である，激しい」。

勧誘・申し出・提案

□ 189

情報を交換する

A: 又出了新机型了。

感情・性格

インガイ       ザイ         ヂョウミーダ        イエンジィウ  イー    ビエン     ジーホア   ジィウ    ハオ     ラ

Gãngcái de huà, shì bu shì tài jiãnruì le?
依頼・許可・
要求・忠告

       ガンツァイ      ダ       ホア       シー     ブ      シー    タイ    ジエンルエイ   ラ

B*: 是啊，那样的话不说就好了。
Shì a, nàyàng de huà bù shuõ jiù häo le.
シー    ア         ナーヤン        ダ      ホア     ブー      シュオ   ジィウ    ハオ      ラ

A: さっきの言い方，辛辣過ぎるんじゃない？
B: そうだね，あんなこと言わなければよかった。
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2-35. d 恐怖感
17 □ 190
03

きゃー，怖い！

啊，太恐怖了！ Ã, tài köngbù le!
★ “好”「かなり，とても」。
“好像”「どうやら（〜のようだ）」。

A: 啊，太恐怖了！
Ã,

tài köngbù le!

アー

タイ       コォンブー        ラ

B*: 好大的雷啊！ 好像就在附近落下的。
Häo dà de léi a!
ハオ     ダー    ダ    レイ    ア

Häoxiàng jiù zài fùjìn luòxià de.
ハオシアン        ジィウ   ザイ    フージン      ルオシア       ダ

A: きゃー，怖いわ！
B: 結構大きい雷だよね！

□ 191

近くに落ちたかも。

怖くて眠れない。

吓得睡不着觉。Xiàde shuìbuzháo jiào.
A*: 最近，凄惨的事件可多了。

★ “睡不着觉”「寝つけない」。

Zuìjìn, qïcän de shìjiàn kå duõ le.
    ズイジン     チィーツァン   ダ       シージエン  コォー   ドゥオ   ラ

B: 是啊。想想就吓得睡不着觉。
Shì a. Xiängxiang jiù xiàde shuìbuzháo jiào.
シー     ア

シアンシアン          ジィウ    シアダ           シュエイブヂャオ        ジアオ

A: 近頃，凄惨（せいさん）な事件が多いね。
B: そうなの。考えると怖くて眠れないわ。

□ 192

怖がらないで。

别害怕。Bié hàipà.
A*: 健康体检的结果寄来了，真不想看。

★ “害怕”「怖がる」。

Jiànkãng tœjiän de jiéguö jì lái le, zhën bù xiäng kàn.
      ジエンカン      ティージエン  ダ        ジエグオ    ジー ライ     ラ       ヂェン     ブー       シアン        カン

B: 别害怕。健康管理也是工作的一部分。
Bié hàipà. Jiànkãng guänlœ yå shì gõngzuò de yíbùfen.
  ビエ      ハイパー              ジエンカン         グアンリー    イエ    シー          ゴォンズオ        ダ     イーブーフェン

A: 健康診断の結果が届いたけど，見たくないよ。
B: 怖がらないで。健康管理も仕事のうちよ。

66
日常中国語会話ネイティブ表現 ためし読み → Webページへ

2-36. d 孤独感・さみしさ
04

さみしい。

挨拶・社交

17 □ 193

真寂寞。Zhën jìmò.
★ 寂寞”「さみしい，孤独な；
静まりかえった」。

A*: 我有事，先走了。
Wö yöu shì, xiãn zöu le.

感情・性格

ウオ      ヨウ      シー       シエン      ゾウ      ラ

B: 你这么早回去吗？  真寂寞。
Nœ zhème zäo huíqù ma? Zhën jìmò.
ニー      ヂォーマ       ザオ     ホエイチュー    マ              ヂェン      ジーモー

□ 194

質問と受け答え

A: 用事があるので，もう帰ります。
B: こんなに早く帰っちゃうの？ さみしいわ。

独りぼっちでさみしい。

孤独一人。GÆdú yìrån.
Jião xïn péngyou le ma?

★ “交朋友”「友達になる」。
“还是”「やはり，やっぱり」。

ジアオ     シン           ポンヨウ          ラ      マ

B: 才刚刚入学。还是孤独一人。
ツァイ           ガンガン          ルーシュエ

意見・意思を
伝える

Cái gãnggãng rùxué. Háishi gÆdú yìrån.
ハイシ       グードゥー   イーレン

A: 新しい友達はできた？
B: まだ入学したばかりだから。独りぼっちでさみしいわ。

あなたがいなくなるとさみしくなるわ。

你走了实在让人感到很寂寞。

Nœ zöu le shízài ràng rén gändào hån jìmò.
A*: 到这个月为止就退休了。
   ダオ       ヂォーガ        ユエ      ウエイヂー    ジィウ  トエイシィウ  ラ

B: 你走了实在让人感到很寂寞。
Nœ zöu le shízài ràng rén gändào hån jìmò.
ニー     ゾウ     ラ      シーザイ        ラン       レン         ガンダオ         ヘン    ジーモー

A: 今月末で退職することとなりました。
B: あなたがいなくなるとさみしくなるわ。
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依頼・許可・
要求・忠告

Dào zhège yuè wéizhœ jiù tuìxiÆ le.

★ “到〜为止”「〜までで終わる」。
“退休”「退職する，引退する」。
“实在”「実は，実際，本当に」。

勧誘・申し出・提案

□ 195

情報を交換する

A*: 交新朋友了吗？

2-37. d いい性格
18 □ 196
01

彼はいい人ですよ。

他人很好。Tã rén hån häo.
A: 你们科的小杨，说话够直率的。
Nœmen kë de xiäo Yáng, shuõ huà gòu zhíshuài de.
ニーメン      コォー   ダ      シアオ          ヤン          シュオ        ホア      ゴウ        ヂーシュアイ       ダ

B*: 他人很好，从来不搞两面派。

★ “直率”「率直である」。
“从来”「今まで」。
“搞”「作り出す，〜する」。
“两面派”「二面性のあ
る人」。

Tã rén hån häo, cónglái bù gäo liängmiànpài.
ター    レン       ヘン      ハオ          ツオンライ      ブー     ガオ            リアンミエンパイ

A: あなたの課の楊さんって，はっきりものを言う人ね。
B: 彼はいい人だよ，今まで裏表のない人なんだ。

□ 197

彼女は明るい。

她性格开朗。Tã xìnggé kãiläng.
A: 小张很有人气吧？
Xiäo Zhãng hån yöu rénqì ba?

★ “开朗”「明るい，ほがらかである」
。
“风趣”「ユーモア」
（＝ “幽默”〔yõumò〕）。

シアオ          ヂャン          ヘン       ヨウ    レンチィー    バ

B*: 她性格开朗，讲话也风趣。
Tã xìnggé kãiläng, jiänghuà yå fëngqù.
ター     シィンガー          カイラン              ジアンホア       イエ    フォンチュー

A: 張さんはモテるでしょう？
B: 彼女は明るいし，話もユーモアがあるから。

□ 198

気が利くね。

有眼力。Yöu yänlì.
A: 我买了冰饮料，稍休息一会儿吧？
Wö mäile bïng yœnliào, shão xiÆxi yíhuìr ba?
ウオ         マイラ         ビン        インリアオ         シャオ     シィウシィ   イーホアル     バ

B*: 谢谢，还挺有眼力。

★ “稍”「少し」。
“还”「意外・驚き・自慢の
気持ちなどを表す」。
“挺”「とても，なかなか」。
“眼力”「眼識，判断力」。

Xièxie, hái tœng yöu yänlì.
シエシエ          ハイ    ティン      ヨウ    イエンリー

A: 冷たい飲みもの買ってきたから，少し休憩したら？
B: ありがとう，なかなか気が利くね。
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2-38. d 悪い性格
02

あなたって本当にずうずうしい。

挨拶・社交

18 □ 199

你真是厚脸皮。Nœ zhënshi hòuliänpí.
A*: 明天你一天都在公司吧？  把车借我用一下。
Míngtiãn nœ yìtiãn dõu zài gõngsï ba? Bä chë jiè wö yòng yíxià.
★ “ 厚 脸 皮 ”「 ず う ず う し い，
厚かましい」。

B: 你真是厚脸皮。
Nœ zhënshi hòuliänpí.
ニー        ヂェンシ          ホウリエンピー

□ 200

僕に車を貸して。
質問と受け答え

A: 明日は一日中，会社にいるんでしょう？
B: あなたって本当にずうずうしい。

わがままだよ。

你太任性了。Nœ tài rènxìng le.
Tài xián le huì gändào bù’ãn, máng le yå bù xœhuan.
タイ     シエン     ラ    ホエイ       ガンダオ         ブーアン            マン        ラ   イエ   ブー    シィーホアン

B*: 你太任性了。

★ “任性”「わがままである」。

意見・意思を
伝える

Nœ tài rènxìng le.
ニー   タイ       レンシィン      ラ

A: 暇だと不安になるけれど，忙しいのも嫌いなのよ。
B: わがままだよ。

勧誘・申し出・提案

ちょっとけちです。

有点儿小气。Yöudiänr xiäoqi.
A: 同事们对他如何评价？
Tóngshìmen duì tã rúhé píngjià?

Tã gõngzuò hån rènzhën, zhœshì yöudiänr xiäoqi.

★ “ 小 气 ”「 け ち で あ る，
気が小さい」。

ター        ゴォンズオ         ヘン        レンヂェン           ヂーシー          ヨウディアル        シアオチィ

A: 同僚の人たちは彼をどう評価してるの？
B: 彼は仕事は真面目だけど，ただちょっとけちなんだ。
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依頼・許可・
要求・忠告

トォンシーメン         ドエイ  ター  ルーホォー   ピィンジア

B*: 他工作很认真，只是有点儿小气。

情報を交換する

A: 太闲了会感到不安，忙了也不喜欢。

□ 201

感情・性格

ミィンティエン     ニー  イーティエン    ドウ      ザイ      ゴォンスー     バ          バー   チォー    ジエ     ウオ      ヨォン      イーシア

于 美香（ユィ・ミカ）

鳥取県生まれ。京都女子学園で中国語と出会い，
1995 年より中国人民大学へ語学留学。
現在は，翻訳業などに従事。

于 羽（ユィ・ユィ）

北京市生まれ。北京大学医学部を卒業後，日本へ
留学。1995 年医学博士課程を修了。
現在は，医薬品業に従事。

『ネイティブがよく使う中国語表現』
両者の著書に，
『CD とイラストで楽しく学ぶ やさしい中国語の発
音』『今すぐ書ける 中国語レター・E メール表現集』
『初級を超えるための中国語単語 BOOK』（以上，語
研刊）などがある。
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株式会社語研

語研ホームページ http://www.goken-net.co.jp/

【付属 CD について】

対話例の中国語のみ自然な速さで収録。
CD 収録時間：71 分 18 秒）
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