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はじめに
昨今の中国経済の急成長は非常に目を見張るものがあり，将来日本の GDP を抜
くとも予測されています。アメリカが全盛期を過ぎ，国際人として英語が話せるの
があたりまえになってきたこの時代に，日本がとりのこされずにアメリカや中国と
肩を並べていくには，英語の素養だけではなく中国語の素養も必要になってくるこ
とが予想されます。
文化面においても，2007 年は華人との交流をはかる「日本中華年」となり，早
くも 2006 年 11 月に行われた中華年記念音楽祭では，
といった中国や台湾のアーティストたちが横浜で日本人アーティストたちと共
演しています。さらに 2008 年には北京オリンピックが，2010 年には上海万博が開
かれます。
このように経済的にも文化的にも中国が注目される機会が増えてきたことで，中
国語習得へのニーズはどんどんと高まっており，書店では中国語学習書がどんどん
とシェアを増してきています。しかし，英語の学習書と比べて，中国語学習のため
の学習書はまだ十分とは言えず，中国旅行での基本会話を中心とした本や，大学で
の第二外国語教育向けの参考書的な学習書が大半を占めており，難解でとっつきの
悪いものか習得項目の量が不十分なものが多いようにも思われます。そこで本書で
は，日本語，英語，中国語の比較言語学的アプローチという画期的な方法で「中国
語の必修文法」を効果的にマスターし，
「最低限必要な実践的中国語会話」を習得し，
「必修基礎単語 1600 語」で語彙力をつけるという，類書には絶対見られない画期的
な試みにチャレンジしました。この一冊を完全にマスターすることで，最速で初級
を脱出しましょう！！
本書は中国語初学者をはじめ，中国語を始めたが伸び悩んでいる方や，一度あき
らめてしまったけれど，もう一度中国語の習得にチャレンジしたい方，ビジネスで
必要なため，できるだけ早く仕事で使えるレベルの中国語を習得したい方，中国語
検定準 4 級，4 級，3 級，HSK などの各種試験を受験される方々まで，いろいろな
方のニーズに応えることのできる「中国語短期集中マスター」のバイブルであり，
中国語学習書史上最強の入門書とも言える一冊だと確信しております。
本書の刊行にあたって，
（株）語研編集部の島袋一郎氏には貴重なアドバイスを
いただき，編集作業に尽力いただいたことを深く感謝申し上げます。また，この本
さんをはじめ，
さん，
さん，
さんに
の執筆にあたっては，
校正いただいたことに心からお礼申し上げます。
2007 年 9 月
植田一三 & 浅井伸彦
iii
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本書の特長と使い方
大 特長
これまで出版されてきた中国語学習のための本は，旅行で場当たり的に使用する
目的のものや，大学の授業向けに作られているため，一人で学習するには難解なも
のが多く，検定に対応できるように内容がしっかりしている本が見つからなかった
本書の 7

ために，中国語がいつまでたっても上達しないという方もいらっしゃるのではない
でしょうか。本書では，そういった中国語学習者の不満をなくすために，数々の工
夫がなされています。

1．必修の文法項目のみ精選 ........................................................................................................

入門者がある言語の文法を一度にすべて覚えるのは，膨大な時間がかかりますし，

何より効率的ではありません。そこで，難解なものは省くものの，絶対必要な基礎
文法はすべてカバーできるよう工夫しました。

2．発音のコツは日本人にわかりやすいように工夫 ...............................................................

中国語の発音は難しく文字で説明するのは困難ですが，理論だけではなく，実際

の日本語の発音に似ている部分を少し意識して変えてみることで，中国人と意思疎
通できる発音になるよう十分配慮し，図解で表わしました。

3．日本語や英語の文型との比較 ................................................................................................

中国語の文構造は《S〔主語〕＋ V〔動詞〕》構造なので英語と似ていると思いきや，

日本語と似ている点も数多くあります。より理解しやすいよう，必要に応じて日本
語や英語の文構造と比較しながら解説しました。
（ただし，文構造を比較するために，多少，不自然な英文になっているところもあります）

4．頻出の単語と表現を精選 .......................................................................................................

日常のコミュニケーションで使用頻度の高い単語や表現，各種中国語検定試験で

頻出する単語や表現を精選し，独自に分類しました。

5．体系的・論理的に解説 ............................................................................................................

感覚的につかむことも大切ですが，論理的に理解することが学習を促進させます
ので，単に文法構造を丸暗記するのではなく，「なぜそういった構造になるのか？」

viii
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ということの説明を適宜入れることで，学習の効率化をはかっています。

6．これ一冊で，発音から基礎的な文法・会話表現・単語をスピーディにマスター ...

本書は「文法のみ」
「会話のみ」ではなく，一冊マスターすれば文法も会話も基
礎力がつくように作られています。CD を併用して第 1 課を中心にして発音を学ぶ
ことができますし，巻末には単語集もついていますので，基礎単語をムダなく身に
つけることができます。また，コラムでは学習理論を基にした「中国語の効率的な
学習法」や，会話で頻繁に使われるにも関わらず，あまり類書で紹介されることの
なかった「日常よく使うちょっとした表現」などを紹介しています。

7．付属の CD を活用することで，ヒアリングとスピーキングの力を強化 ....................

本を読むだけでは中国語の会話能力はつきません。例文は実際的なものを厳選し
ました。CD を活用してヒアリングとスピーキングの力を伸ばしましょう。以下に

CD を用いた効果的な学習法について記します。

●●

● ヒアリング対策 CD の効果的な学習法 ● ● ●

中国語の効果的な学習法は，英語と同じく，耳で聞いてそのままそっくりまねす
る，つまり「シャドウイング」
，
「リプロダクション」を，毎日最低 30 分間実践し
ていくことです。それによって中国語のヒアリング，リスニング力を鍛えながら，
声調，ピンインといった中国語の発音，イントネーションを体に染み込ませ，中国
語のセンスを養うことができます。
しかし，最初からテキストを見ないでするシャドウイング，リプロダクションは
無理ですので，最初はテキストを見ながら，そっくりまねて言う，つまり「テキス
ト補助シャドウイング」というのを行ないます。「シャドウイング」はリプロダク
ションと違って，1 センテンスを聞き終えるのを待たずに，1 語聞き終えたらすか
さずに追いかけて，ナレーションをまねて再現していくやり方です。これでも，全
くの入門者にとっては，ナレーションのスピードが速すぎますので，再生スピード
を調整できる MD プレーヤーか何かで 30％ほど遅くするのがいいでしょう。しか
し，それではナチュラルな中国語に慣れることができないので，徐々にノーマルス
ピードに戻していきます。
次に「リプロダクショントレーニング」というのを行ないます。これはテキスト
を見ないで，ナレーションの 1 センテンスを聞いた後，それとそっくり同じものを
再現するというもので，あいさつのような短かいものは簡単ですが，長くなってく
ると何度も聞かないとできないため，リスニング力を鍛えると同時に，中国語の「発
信力」を UP させることができます。数回聞いてもできない場合は，テキストを見
ix
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ても構いませんが，このときに中国語を聞いて書き取るディクテーション練習と並
行して行なうのも一案です。
最後に，総仕上げの「シャドウイング」です。これは全くテキストを見ないで行
ないます。全く初めて聞く題材で行なう場合は，英語においては通訳者などを目指
す上級者向けの学習法なので，初心者には全くついていけないものと言えます。し
かし，
「テキスト補助シャドウイング」と「リプロダクション」のトレーニングを
行ない，かなり覚えたものを総復習して記憶を強化する場合はそれほど難しくはな
いでしょう。この総仕上げの「シャドウイング」は抜群の効果を発揮し，中国語の
リスニング力，発信力をグーンと UP させることができます。これは電車の中でも，
歩きながらでも，家事をしながらでもできるトレーニングで，最初はノーマルスピ
ードで行ない，次に 25％速くしてシャドウイングできるようにトレーニングして
いきます。と同時にただ聞くときは，50％速くして聞くようにし，それに耳を慣ら
していけばリスニングの上達は早くなります。
このように語学の習得においては，音声を聞いてそれをまねて声に出して言うと
いう，長期的記憶を作りやすい「音声認識記憶学習」が非常に重要です。そこでそ
れを実践していくための効果的例文が重要になってきます。その意味で，本書に収
録された例文は，中国語の文法力，会話表現力，必須語彙力の超効果的 UP を可能
にするものと信じています。

●●

● 中国語の効率的な学習法 ● ● ●

中国語に限らず，語学学習全般に言えることですが，会話か読解・文法かどちら
かに偏ってしまうことがよくあります。文字のある文化での「ことば」は本来どち
らかではなく，両方で成り立っているものです。会話中心の本だけで勉強しても応
用力をつけるのは難しいですし，文法中心の本だけで勉強しても実際の場面で話す
ことは難しいでしょう。
文法を学びながら，毎日中国語を話す環境で暮らすことが最短かと思われますが，
それができなくても悲観することはありません！ 文法よりも会話中心で学びたい
としても，大人になってから外国語を学ぶには文法をないがしろにすることはでき
ません。
具体的な学習する順番としては，まず簡単な表現（あいさつなど）から入っても
よいでしょう。次に文法の大きな枠組み（大事な部分）に沿って学んでいきます。
その際シャドウイングを忘れずに！ それと平行して，最重要単語の語彙を確実に
していきます。大きな枠組みの学習が最後までたどりつけば，次はもう一度最初に
戻って，大きな枠組みでは覚えきれなかった部分の学習と並行して，次に重要な単
語の語彙を確実にしていきます。その後は個々人が必要とするレベルまで文法と語
x
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彙力の強化を行ないます。ある程度文法と語彙数が得られたら（余裕のある方は同
時進行でも構いません）
，会話でよく使うフレーズを声に出して何度も読むことで，
体に浸透させていきます。
このような「段階を追って学習していく方法」をスモール・ステップと呼びますが，
それを行なうには適切な教材が必要です。本書はスモール ･ ステップを重視して構
成されています。

●●

● ニーズ別〜本書の活用法 ● ● ●

●活用法 A......................................................................................
まずは，自分がどのニーズに一番近いかを考えて，一番合うと思ったものを読ん
でください。
1 文法・会話ともにモノにして，ビジネス・留学で使いたい →活用法 B へ
2 趣味や国際交流で簡単な会話ができればいい

→活用法 C へ

3 3 日後の海外研修や留学，旅行を少しでも有意義にしたい →活用法 C へ
■ 本書を使用するすべての方へ
外国語を上達させるには日々の努力が必要です。覚えきれていないのに先に進ん
でしまうと学習の効率が悪くなるので，次々進んでしまうのではなく，できるだけ
復習しつつ先に進みましょう。次のように，毎日，前日の復習をしつつ土日を復習
日にするのもいいでしょう。繰り返し学習することが大切です。
学習例
月曜日

1課

火曜日

1 課復習＋ 2 課

水曜日

2 課復習＋ 3 課

木曜日

3 課復習＋ 4 課

金曜日

4 課復習＋ 5 課

土曜日

1 課～ 5 課復習（特に 5 課）

日曜日

1 課～ 5 課復習

xi
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●活用法 B......................................................................................
■ 本書の活用法で 1 を選んだ人
まず必修文法編の第 1 課～第 20 課，その後，会話表現編の第 1 課～第 10 課を
一日 1 課のペースで 30 日間かけて読んでいきます。余裕がある場合は前の日に学
んだ課を復習しつつ進めるのがいいでしょう。全部読み終えた後，もう一度 1 課に
戻って必修文法編の「今日の Point」の部分を読んでわからなかった部分や，あい
まいな部分を本文に戻って調べて読みます（単語も同様に，覚えなおします）。会
話表現編は同時進行で 1 課ずつ読みなおします。一日 1 課というのは，ひとつの目
安として考えてください。巻末の単語集も語彙力 UP に役立ててください。
一度に長時間の勉強でつめこむより，
「時間を小分けにすること」「復習回数を増
やすこと」の 2 つが大事です。例えば，同じ 8 時間勉強するにしても，一日で 8 時
間勉強するより毎日 15 分の勉強を 30 日間行なう方が効果的です。どうしても一日
に長時間勉強しなければならない場合は，文法→会話→単語というふうにローテー
ションを繰り返すことで，忘れかけた記憶に何度も「復習」という刺激を与えるこ
とが可能です。
単語を覚える際も，一日 10 個なら 10 個と決め，次の日に覚えているか自分でテ
ストし，記憶があやしいものはさらに翌日へ繰り越していくというやり方が効率的
です。一日 50 個のように数を多くし，
例えばそのうち翌日に忘れてしまった単語（例
えば 20 個）と，新たな単語（この場合，例えば 30 個）を合わせることで，復習し
ながら大量に単語を覚えていく方法もあります。その場合も週末に 1 週間の単語を
チェックするなど，復習はたびたび行ないましょう。
これを何度も繰り返し，この 1 冊が完璧になれば基本文法・会話はほぼ完璧です。
難易度の高い本に移って細かい文法規則・語彙力増強・会話力増強に励むといいで
しょう。

●活用法 C......................................................................................
■ 本書の活用法で 2 を選んだ人
趣味や国際交流で必要な事項は，本書にコンパクトにまとめられていますので，
必修文法編を 1 課ずつ読みすすめていき，会話表現編を使って会話実践をできるだ
け増やしましょう。ただ，会話重視であっても文法がなければ，決まり切った表現
での会話しかできませんので，必修文法編もぜひマスターしてみてください。まず
最低限，必修文法編第 1 課の発音（特に四声）をマスターしなければ，なかなかカ
タカナ中国語では通じないことも多いでしょう。
また，コラムで紹介している「日常よく使うちょっとした表現」（→ 217，220
ページ参照）は会話の中でたいへん役に立ちます。話の内容の転換や，話の間を埋
めるために必要ですので，会話表現編の一部として活用してください。

xii
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■ 本書の活用法で 3 を選んだ人
もう切羽詰まって時間がない人です。第 1 課～ 4 課は入念に読み，あとは各課の
まとめを読んでいってください。もちろん会話表現編も併用です。第 1 課～ 4 課は
文構造の基本となる部分なので，ここはしっかり読む必要があります。
それでは明日に向かって

Let’s enjoy the process!（陽は必ず昇る！）

xiii
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イントロダクション
●●

● 中国と中国語について ● ● ●

中国は約 56 の民族から成る多民族国家で，そのうち漢民族が人口約 13 億人のう
ち 90% 以上を占めています。中国語は表意文字である「漢字」から成っています。
表意文字とは，一字ごとにそれぞれ意味を表わしているものをいいます。それに対
するものは表音文字で，一字ごとにそれぞれ音を表わしているものです。例えば，
カナやアルファベットがそれにあたります。つまり，日本語は表意文字と表音文字
両方から成っている言語と言えます。表意文字は文字数が多く，覚えることが困難
ですが，中国語は日本語と同じ漢字を使っている分，日本人には学びやすい言語な
のです。
普通话
中国語にも方言が存在し発音が全く違うので，同じ中国人同士でも方言を使うと
意思疎通ができません。中国語の方言は 7 大方言に分類されますが，漢民族の 70%
が用いている北方方言に含まれる北京方言を基礎にして，普通话 pŒtõnghuà（プート
ンホア）と呼ばれる共通語が定められました。本書では普通话を紹介していきます。

簡体字
中国語には繁体字と簡体字とがあります。繁体字とは日本で使われているような
漢字で，日本の漢字よりも複雑なものもあり，台湾では繁体字が使われています。
一方，中国本土では簡体字と呼ばれる簡略化された文字が使われています（香港で
は繁体字）
。簡略化されているとはいえ，日本の略字のようなものではなく，政府
が国民の識字率を上げるために作った正式な文字ですので，中国語を学ぶには簡体
字を書けるようになることが必要です。
日本語の漢字
簡体字
繁体字

対

国

学

書

話

語

発

帯

漢

拼音（ピンイン）
中国語には音を表わすカナがありません。日本語ではフリガナを振れば読めない
漢字も発音することができますが，中国語ではどうするのでしょうか。そこで中国
2
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は，1958 年に漢字の読み方を表わすものとしてローマ字を使用したつづりを制定・
公布しました。このつづりのことを拼音 pïnyïn（ピンイン）と呼びます。
この拼音というつづりは広く使われており，辞書はピンイン配列ですので早いう
ちに覚えておきましょう。台湾では基本的には使われていません。また，使用して
いるのはローマ字ですが，英語の読み方とは違う部分が多くありますので，英語と
の違いに気をつけましょう。
中国語の発音
中国語の発音を習得するプロセスを所要時間の点から見れば，10 分，1 時間，10
時間，100 時間，1000 時間のパターンに分けられると思います。歳が若く，正しい
発音を耳で聞き取ったり真似たりする能力に非常に優れている人は 10 分ほどで，語
学の発音センスがある人は 1 時間ほどで習得できると思われますが，通常でも 10
時間ほどあれば，ある程度習得できるのではないかと思われます。ただ「正しい発
音のしかたを知ること」
「よく聴き，それを発音する練習を続けること」
「ネイティ
ブに聴いてもらうこと」の 3 点は非常に重要です。本書で，効果的な「正しい発音
のしかた」を学び，十分練習をし，ネイティブと積極的に話すよう心がけましょう！

3
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第

1
1

課

中国語の 基本は 発音！
四 声と ピンインを 快速マスター！
し せ い

コツをつかめば簡単，
「四声」をマスター！

中国語は 1 つの文字に対して，子音（子音がない文字もあります）と母音が一つず
つセットになっています。また，それぞれの音節（発音される最小単位のまとまりで，
核となる母音と前後の子音から成る）には声調（トーン）
，つまり，音の高低，長短な
どのアクセントがあり，その違いによって単語の意味が大きく違ってきます。
普通话 pŒtõnghuà（プートンホア）には「第一声」から「第四声」までの 4 種類の
し せ い
声調（四声 sìsheng）があり，
この四声をしっかり学んでおくことが中国語学習の「基
本中の基本」となります。声調を間違えれば相手に意図は伝わりません。今後の学
習に支障をきたさないよう，付属の CD を聞きながら，気合を入れて一気にマスタ
ーしてしまいましょう！
Disc 1  -1

第一声（音の高さをキープして練習しよう！）

高

第一声

ピアノの鍵盤を 1 つ鳴らしてみると，音が小
さく消えていっても，音の高さが変わることは
ありません。この鍵盤の音と同じように，音の
高さを変えずにキープするのが第一声です。
「楽
器の一声」と覚えましょう！
低

Disc 1  -2

第二声（えぇ？と驚くような音程で練習しよう！）

高

次に，自分の出せる一番低い音を出してみて
ください。その音から一気に最初に基準とした
音まで音の高さを引き上げます。これが第二声
です。
「えぇ？」と聞き返したときの音程です。
「驚きの二声」と覚えましょう！

第二声

低

4
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第三声（声を低くすることを意識して発音しよう！）
第三声では，自分の出せる一番低い音を保ち
ます。正確には保った低い音からほんの少し高
くするのですが，あまり意識しすぎると第二声
と似てきますので，できるだけ低い音というこ

Disc 1  -3

高

とをまず心がけてください。第三声は，「低音の

第三声

三声」と覚えましょう！
低

第四声（「さぁ！」と勧誘するようなトーンを練習しよう！）
第四声は第二声とは逆で，最初に基準とした
音より高い声を出し，そこから一気に一番低い

Disc 1  -4

高

音まで引き下げてください。
「さぁ，行こう！」
の「さあ！」の音程。「勧誘の四声」と覚えまし
ょう！

第四声

低

声調の違いによって，意味が変わる！
妈 mã（お母さん）
第一声
麻 má（アサ，大麻）
第二声
马 mä（馬）
第三声
骂 mà（ののしる）
第四声

けいせい

軽声（四声とは違う，最後に添えるだけの音）
また，四声とは別に「軽声」というものがあります。これには声調記号はついて
いません。軽く添える程度で発音してください。動詞や名詞が重なるときの後ろの
部分や，接尾詞，助詞が軽声となり，本来の声調を失ないます。（習慣的に，後側の
漢字が軽声になっている名詞もあります）

例：妈妈 mãma の「妈」
，什么 shénme の「么」など

Disc 1 

前述したとおり，中国語では拼音（ピンイン）というローマ字を使用したつづり
を使用しますが，英語の発音と異なる部分が多く，少し間違えて発音すると別の意
味になってしまうので，CD を聞きながら練習しましょう。
5
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2

6 大「単母音」&「そり舌母音」を徹底マスター！

日本語では「あいうえお」を言うとき，
ほとんど口を動かさないでも「あいうえお」
と発音でき，意味も伝わりますが，中国語では口の形をはっきりさせて発音するこ
とが大切です。慣れてくると，口の形を意識しなくても正しい発音ができるように
なりますが，初めは十分意識したほうが通じやすいでしょう。
日本語に似た母音〈口の形を意識してマスター！〉

Disc 1  -1

a

口を大きく開けて「あ」と発音します。

o

少し大げさに口を突き出して「お」と発音します。

i

唇と歯の位置を意識して，日本語で「い」と言うより口を横に
開いて歯を合わせて発音します。

u

これも同じく，日本語より意識して唇を突き出して「う」と発
「うぃ」の様な発音になります。
音します。＊ 去 qù のときはチュイというふうに，

この発音に要注意！！〈特徴ある発音は気をつけてマスター！〉

Disc 1  -2

e

「え」とはかなり違い，唇に力を入れずに軽く口を開け，のどに
だけ力を入れ，
「う」と「あ」の中間の音を出します（「うぁ」
という感じ）
。

ü

唇を u のように少し大げさに突き出して「ゆ」と「い」の中間
の発音をします。

そり舌母音〈英語の R のような舌を上げる発音をマスター！〉

er

Disc 1  -3

e の発音をしたあと，すぐに舌を上あごの方に上げて「ある」と
いうふうに発音する特殊な母音です。英語の r に少し似た音です。

6
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3

「二重母音」を一気にマスター！

基本は短母音のときと同じで，口の形をはっきりさせるよう意識して発音しまし
ょう。軽く添えるときも口の形ははっきりさせることが重要です。
後の母音を軽く添えるもの

Disc 1  -1

ai

「あい」と発音しますが，
「い」は軽く添える程度で。

ei

「えい」と発音しますが，
「い」は軽く添える程度で。この場合
の e は前頁の e の発音とは異なり，日本語の e のように発音しま
す。

ao

「あお」と発音しますが，
「お」は軽く添える程度で。

ou

「おう」と発音しますが，
「う」は軽く添える程度で。

前の母音を軽く添えるもの

Disc 1  -2
＊[

ia
[ya]

ie
[ye]

ua
[wa]

uo
[wo]

üe
[yue]

] 内は前に子音がこないときのつづり

軽く「い」を添えて「いあ」と発音します。前に子音が付かな
いときは，
“ya”とつづります。
軽く「い」を添えて「いえ」と発音します。この場合の e も前
頁の e の発音とは異なり，日本語の e のように発音します。前に
子音が付かないときは，
“ye”とつづります。
軽く「う」を添えて「うあ」と発音します。前に子音が付かな
いときは，
“wa”とつづります。
軽く「う」を添えて「うお」と発音します。前に子音が付かな
いときは，
“wo”とつづります。
軽く「ゆ」を添えて「ゆえ」と発音します。ただし，ü の発音は
前頁の口の形を意識しましょう。前に子音が付かないときは，
“yue”とつづり，“üe” の前に j，q，x がつく場合は，“jue”，“que”，
“xue” と表記します。

7
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4

「三重母音」も同時にマスター！

短母音・二重母音と基本は同じです。一つひとつの母音の口の形をはっきりさせ，
流れるように発音します。
Disc 1  -1

iao
[yao]

iou
[you]

口をしっかり i の形にして軽く発音したあと，a を最も強くして，
流れるように「いあお」と発音します。前に子音が付かないと
きは，“yao” とつづります。
使用例

教 jião

他教我们汉语。Tã jião wömen HànyŒ.

意味

教える

彼は私たちに中国語を教えています。

口をしっかり i の形にして軽く発音したあと，o を最も強くして，
流れるように「いおう」と発音します。前に子音が付かないと
きは，“you” とつづります。
使用例
意味

uai
[wai]

uei
[wei]

有 yöu

我有一辆车。Wö yöu yí liàng chë.

持っている

私は車を 1 台持っています。

口をしっかり u の形にして軽く発音したあと，a を最も強くして，
流れるように「うあい」と発音します。前に子音が付かないと
きは，“wai” とつづります。
使用例

拐 guäi

右拐。Yòu guäi.

意味

曲がる

右に曲がってください。

口をしっかり u の形にして軽く発音したあと，e を最も強くして，
流れるように「うえい」と発音します。前に子音が付かないとき
は，“wei” とつづります。この e も日本語の e のように発音します。
使用例
意味

为 wèi

因为我是日本人，我的汉语不太好。
Yïnwèi wö shì Rìbånrén,wö de HànyŒ bú tài häo.

～なので

私は日本人なので，
中国語があまり上手ではありません。
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uei の前に子音がつく場合は，“e” は弱く発音されるので省略して表記を “ui” にし
ます。
Disc 1  -2
使用例
意味

对 duì

对不对？ Duì bu duì?
对 ! Duì!

正しい（合っている）

合っていますか？
合っています！（そのとおり !）

＊「对」という言葉を聞くと，
「ドゥイ」や「ドェイ」
，
「トゥエ」や「ドゥエ」に
も聞こえるのはこのためです。CD をよく聞いてまねして発音してみましょう！

5

英語と同じ鼻母音・まぎらわしい母音を
しっかりマスター！

日本語の「ん」にあたる発音は，大きく分けて，“n” で終わるものと，“ng” で終
わるものがあり，言い切ったときの舌の位置が違います。“n” で終わるものは，
「ん」
を言い切ったときに舌の位置は，上の歯の裏で止め，息は鼻から出します。“ng” で
終わるものは「ん」を言い切ったとき，舌の奥の方を口蓋（口の中の天井部分）に
あてて止め（舌の先はつけずに）
，息は鼻から出します。英語の“ing”の発音のよ
うなものです。これらに気をつけて発音してみましょう！
＊日本語の漢字の読み方で「ン」で終わるものは，中国語も
例えば，新（日：シン
＊中国語では

ng

中：xïn）

n

で終わります。

林（日：リン

中：lín）

で終わるものは，日本語では「イ」や「ウ」で終わります。

例えば，中（日：チュウ

中：zhõng） 红（日：コウ

中：hóng）

an と ang

an
ang

Disc 1  -1

文字通り日本語の「あん」とほぼ同じです。
「口はリラックスして，のどを意識して「あん」と「おん」の間
の音を出します。最後は “ng” で終わります。

要注意！
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ian と iang

ian
[yan]

iang

Disc 1  -2

「いぇん」と発音します。

要注意！

「いぁん」といった，
「やん」に近い音で発音しますが，最後は “ng”

[yang] で終わります。
uan，uang と üan

uan
[wan]

uang
[wang]

üan
[yuan]

Disc 1  -3

「うあん」と発音します。

「うあん」と発音しますが，最後は “ng” で終わります。

「ゆえん」に近い音になります。

要注意！

en と eng

Disc 1  -4

en

「えん」に近い音になります。この e は日本語の e のように発音
します。

eng

口をリラックスして，のどを意識して発音します。この e は日本語
の e とは違い，
「おん」に近い音になりますが，最後は “ng” で終わ
ります。 要注意！

in と ing

in
[yin]

ing

Disc 1  -5

「いん」と発音します。
「ゆん」に近い音になりますが，最後は “ng” で終わります。

[ying]

要注意！
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uen，ueng と ün

uen
[wen]

ueng

Disc 1  -6

「うえん」
と発音します。この e は日本語の e のように発音します。
この e は日本語の e とは違い，日本語「うぉん」に近い音になり

[weng] ますが，最後は “ng” で終わります。

ün
[yun]

「ゆぃん」に近い音になります。

要注意！

要注意！

ong と iong

ong
iong
[yong]

Disc 1  -7

唇を「お」の形にして発音します。「おん」に近い音になりますが，
最後は “ng” で終わります。
「ゆん」と「よん」の間のような音になりますが，最後は “ng” で
終わります。 要注意！

Disc 1 

CDで違いを聞き分けてみよう！
第１問★ an と ang
漫画 mànhuà（漫画）と帮忙 bãngmáng（手伝う）
第２問★ ian と iang
今天 jïntiãn（今日）と凉快 liángkuai（涼しい）
第３問★ uan，uang と üan
换钱 huànqián（両替）と广播 guängbõ（放送する）と日元 Rìyuán（日本円）
第４問★ en と eng
很好 hån häo（とてもよい）と头疼 tóuténg（頭痛）
第５問★ in と ing
拼音 pïnyïn（ピンイン）と北京 Båijïng（北京）
第６問★ uen と ueng と ün
文学 wénxué（文学）と富翁 fùwëng（金持ち，長者）と运动 yùndòng（スポーツ，運動）
第７問★ ong と iong
天空 tiãnkõng（空）と不用 bú yòng（使わない）
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6

「子音」を効果的にマスター！

中国語の子音の練習では，子音のみでは発音しにくいため，習慣として母音を添
えて発音します。ここでは有気音（息を強く出して発音する）か無気音（息を抑え
て発音する）かということを意識して発音することが大切です。赤字で示していま
すので気をつけましょう。
＊有気音・無気音は，口の前の紙きれが息で動くかどうかで確かめることができます。

まずは英語に近い子音をマスター！〈唇や舌，上あごを使って出す子音〉
Disc 1  -1

b(o)

この音は無気音ですので，息を抑えながら発音しましょう。英語の bo に
近い発音ですが，「ぼ」と「ぶお」の間くらいの音です。また少し p(o) と
区別に気をつけましょう。

p(o)

この音は有気音ですので，息を出すことを意識して発音しましょう。英
語の po に近い発音ですが，「ぽ」と「ぷお」の間くらいの音です。b(o)
と p(o) は似ていますが，b(o) の方が濁っています。

m(o)

上下の唇を閉じた状態から，鼻から息を出しながら口を開いて発音しま
す。これは「も」と「むお」の間くらいの音です。

f(o)

上の歯を下唇にあてて発音します。同じくこれも「ふぉ」と「ふお」の
間くらいの音です。

d(e)

無気音です。英語の d と t の中間くらいの音で少し濁らせ（舌の先は上
の歯の裏にあて，はじくことで発音します）
，母音の e につなげます。
「ど
ぅあ」という感じです。速く発音すると「だ」に近く聞こえます。

t(e)

有気音です。英語の t の発音とほぼ同じです（舌の位置は d(e) と同じで
すが，息を強く出すことを意識しましょう）
。t のあとに母音の e につな
げます。「とぅあ」という感じです。

n(e)

英語の n の発音とほぼ同じですが，鼻から息を出しながら発音します。
n のあとに母音の e につなげます。
「ぬあ」という感じです。速く発音す
ると「な」に近く聞こえます。

l(e)

英語の l の発音とほぼ同じで，舌の先を上の歯の裏にあてて，奥へとは
じくことで発音します。l のあとに母音の e につなげ，
「るあ」という感
じです。速く発音すると「ら」にも聞こえます。
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g(e)

無気音です。舌の奥の部分を口蓋にあてて発音し，英語の g の発音とほ
ぼ同じですが，あまり濁りすぎないように。g のあとに母音の e につなげ，
「ぐあ」という感じです。速く発音すると「が」に近く聞こえます。

k(e)

有気音です。舌の位置は g(e) とほぼ同じで，英語の k の発音とほぼ同じ
です。k のあとに母音の e につなげます。
「くあ」という感じです。速く
発音すると「か」にも聞こえます。

h(e)

唇は軽く開けて，のどの奥から息と一緒に声を出します。うがいをする
ときにのどに力を入れる感じで，舌の奥の部分と口蓋との間に息を通し
ます。それに母音の e をつなげます。唇に力を入れないように要注意！

息の強弱を特に意識してマスター！〈舌と上あごの摩擦で出す子音〉
Disc 1  -2

j(i)

無気音です。「じ」と「ち」の中間の音です。少しだけ濁らせます。母音
の i があとに続くので，しっかり口を左右に開いて発音します。

q(i)

有気音です。日本語の「ち」とほぼ同音ですが，口の形は同上です。

x(i)

日本語の「し」とほぼ同音ですが，口の形は同上です。

日本人に難関の子音をマスター！〈舌をそって出す子音（そり舌）〉
Disc 1  -3

zh(i)

無気音です。舌をそらせ軽く舌先を上あごにつけて，濁らせて発音しま
す。「じ」に似ていますが，ji と混同しないようにしましょう。口の形は
同上です。

ch(i)

有気音です。これも zh(i) と同じ口の形で，濁らせるというより「ち」に
近くして発音しますが，口の形は同上です。

sh(i)

これも zh(i) と同じ口の形ですが，少し舌の先と口蓋の間にすき間を作っ
て，濁らせずに「し」に近くして発音します。口の形は同上です。

r(i)

これも zh(i) と同じ口の形ですが，少し奥へ舌を持ってくることを意識し，
舌先と口蓋の間にすき間を作り，ぎりぎりのところで止めて発音します。
少し英語の r に似ていますが，濁って聞こえます。

13

快速マスター中国語 ためし読み → Webページへ

「い」の口で「ず」
「つ」
「す」などウ段の音を出す子音をマスター！
Disc 1  -4

z(i)

無気音です。「い」の口の形を意識して，舌の先を歯の裏にあて，舌の部
分を震わせます。「つ」と「ず」の間の音に近く聞こえます。

c(i)

有気音です。これは「つ」に似ていますが，口の形は「い」の形です。

s(i)

これは「す」に似ていますが，口の形は「い」の形です。

Disc 1 

CDで違いを聞き分けてみよう！
第１問★

爸爸 bàba（お父さん）
妈妈 mãma（お母さん）

第２問★

飞机 fëijï（飛行機）

第３問★

恐怕 köngpà（おそらく）
出发 chÆfã（出発する）
十七 shíqï（17）

东西 dõngxi（品物）

知道 zhïdào（知っている） 吃饭 chï fàn（ご飯を食べる）
十二 shí’èr（12）
日本 Rìbån（日本）
第４問★
词典 cídiän（辞典）
四十 sìshí（40）
汉字 Hànzì（漢字）
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7

最後の詰めはしっかり！ 声調変化をマスター！

中国語では，1 つの漢字に 1 つの母音となっていてテンポのよい言語ですので，
第三声の連続や「不 bù」や「一 yï」などのよく使われるものなどは，スムーズに発
音しやすいように合理的に変化が起こります。最後の詰めとして，しっかりマスタ
ーしておきましょう！
第三声の声調変化
ほとんどの声調は表記されているとおりに発音すればいいのですが，第三声が連
続した場合，前の声調は第二声になります。声調の記号は変えないで表記します。
例：你好 nœ häo

ní häo《実際の発音》

Disc 1  -1

「不 bù」の声調変化
否定を表わす「不 bù」は本来第四声ですが，後ろに第四声がきたときのみ第二声
に変化します。
例：不去 bú qù（行かない）

Disc 1  -2

「一 yï」の声調変化
数を表わす「一 yï」は本来第一声ですが，後ろに第一声，第二声，第三声のどれ
かが続くときは第四声 yì になり，後ろに第四声や軽声が続くときは第二声 yí にな
ります。詳しくは第 2 課（→ 24 ページ参照）で説明していますので，そちらを参照
してください。
第一声

一

＋

第二声
第三声

yì

＋

第四声

yí

ただし，序数のときは，本来の第一声で発音します。
例：一月 yï yuè 第一 dìyï 一楼 yï lóu

Disc 1  -3

＊数字の棒読みや，語の後ろ側に「一」がつくとき（同一 tóngyï など）も
第一声です。
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「七 qï」
「八 bã」の声調変化
「七 qï」
「八 bã」も，あとの音節が第四声のとき，第二声に変化します。ただし，
数字の棒読みや序数のときは，本来の第一声で発音します。表記は元のままで表記
します。

qí

七
＋

第四声

bá

八

なぜ声調変化が存在するか
中国語は 1 つの漢字に母音が 1 つで，とてもテンポのよい言語だとい
うことができます。その中国語の中で，第三声の連続や第四声の連続の
ような，次の語へとスムーズに発音しづらいもののうち，「不」や「一」
などよく使われるものを声調変化させることで発音をスムーズにしてい
ます。そういった点から中国語は，発音に関して合理的な言語だとも考
えられるでしょう。

名詞の「儿」化
中国語には，単語の最後に r（儿）がついているものがあります。発音の最後で
舌をそるだけです。
「儿 ér」化とは北京語などの北方方言によく用いられ，
「小さい」
「かわいい」という意味を持ちます。
例：婴儿 yïng’ér（赤ちゃん）

一点儿 yìdiänr（少し）
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Disc 1  -4

声調符号の位置について
声調符号をつける際に規則が決まっていますので，以下に紹介しておきます。優
先順位は 1 ～ 4 の数字の順です。
1．母音が 1 つのときは，その母音の上につける。 wö，nín，tã...
2．母音が 2 つ以上で a があるときは a の上につける。 yào，mäi，tái...
3．a がないときは，e または o の上につける。 hòu，nèi，gåi...
4．-iu または -ui と，i と u が並ぶときは後につける。 qiù，kuí，huí...

さて，みなさんお疲れさまでした。以上で，中国語の発音レッスンはすべて終了
です。中国語学習の挫折の原因は結局，発音の壁を乗り越えられないところにあり
ます。中国語をマスターするには，まず「正しい発音をマスターすること」が非常
に重要です。スピーキングでは，例えば英語の場合，発音精度は 50％～ 60％ぐら
いでも通じますが，中国語の発音精度は，声調と有気音・無気音などが重要で 80
％～ 90％ぐらい必要だと言えるでしょう。
「発音を制する者に挫折なし」と言って
も過言ではありませんので，発音はしっかりマスターしましょう！
日本語と違い，覚えることが多くて難しいと思われる方も多いかもしれませんが，
決してくじけることなく，コツをつかんで，エンジョイしながら気合を入れてトレ
ーニングしていけば，この難関の中国語の発音を必ずマスターできると信じています。

1．
中国語の普通话は4種類の声調
（四声）
を持っているので，
この四声をつかんでおくことが必要。
2．
中国語では，
口の形をはっきりさせて発音することが大切。
3．
中国語の母音には，
二重母音・三重母音・鼻母音があるので，
しっかり発音練習をしておくことが必要。
4．
ほとんどの声調は表記されているとおりに発音すればいいが，
第三声が連続した場合や「不」や「一」は特殊な声調変化を
する（本文参照）。また，名詞の「儿」化で音の最後に r がつ
くことがある。
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第

2

時間も お金も 一，二，三から！

課

中国語は「数字」
「時」
「お金」などの表現では，「話し言葉」と「書き言葉」に
分かれているものもあったり，
「一冊の本」のように，本などを数える単位を表わ
す「量詞」の数もかなりの量がありますので，覚えるのに骨が折れます。しかし，
第 2 課ではその覚え方のコツを紹介しながら解説していきますので，頑張って完全
マスターしましょう。それでは，数字の読み方から押さえておきましょう！！

1

し せい

中国語の数字は四声に注意！

Disc 1 

まずは中国語で数字を数えてみましょう。使う漢字はもちろん日本語と同じです。
零
líng

一
yï

二
èr

三
sãn

四
sì

五
wŒ

六
liù

七
qï

八
bã

九
jiŒ

十
shí

＊発音するときは特に四声に気をつけてください。

では続けて 11 から先も数えてみましょう。書き方は 99 まで日本語と同じですが，
100 では「一百 yìbäi」というふうに「一」をつけます。
十一
shíyï
九十九
jiŒshijiŒ

十二
shí’èr
一百
yìbäi

十三…二十
shísãn ... èrshí
一千
yìqiãn

二十一
èrshiyï
一万
yíwàn

二十二…
èrshi’èr
一亿（一億） 万亿（一兆）
yíyì
wànyì

「百，千，万，億」と口ずさんで覚えるように，「bäi，qiãn，wàn，yì」と何度も声に
出してゴロで一気に覚えてしまいましょう。それでは，次は電話番号です。

2

電話番号は数字の粒読みで！

電話番号は数字の粒読みで読みます。例えば，0120-1234-5678 は，
零 幺 二 零
líng yão èr líng

－

幺 二 三 四
yão èr sãn sì

－

五 六 七 八
wŒ liù qï bã
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Disc 1 

となり，一は，七との聞き間違いを防ぐために，「幺 yão」が使われます。

3

年月日・曜日は日本語とそっくり！

西暦の表わし方

Disc 1  -1
暦は日本の読み方とは違い，数字の粒読みをします。「年 nián」は日本語と同じ
漢字ですが，声調には気をつけましょう！

例

一九九九年
yïjiŒjiŒjiŒ nián

二〇〇〇年
二〇〇八年
èrlínglínglíng nián èrlínglíngbã nián

また，
「199 何年」と言うときには，
「几 jœ」という漢字をあてます。
例

一九九几年
yïjiŒjiŒ jœ nián

二〇〇几年
èrlínglíng jœ nián

月の表わし方

Disc 1  -2
月の表わし方は日本語と同じです。読み方は「月の名前をゆえ（言え〈第四声〉）！」
というふうに覚えれば簡単です。
3

一月
yï yuè
六月
liù yuè
十一月
shíyï yuè

二月
èr yuè
七月
qï yuè
十二月
shí’èr yuè

三月
sãn yuè
八月
bã yuè
几月
jœ yuè

四月
sì yuè
九月
jiŒ yuè

3

五月
wŒ yuè
十月
shí yuè

日の表わし方

Disc 1  -3
日の表わし方は書き言葉と話し言葉で 2 種類あり，書き言葉では日本語と同じ

「日 rì」
，話し言葉では代わりに「号 hào」を使います。
書き言葉

一日 yï rì，二日 èr rì

話し言葉

一号 yï hào，二号 èr hào

例：七月七日《書き言葉》
qï yuè qï rì

三月十二号《話し言葉》
sãn yuè shí’èr hào
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曜日の表わし方

Disc 1  -4
中国語では曜日のことを，
「星期 xïngqï（または礼拜 lœbài）」と言います。月曜日
から数字が一，二と上がっていくだけなので覚えるのは簡単ですね。発音は，「日曜
日は新地（一声）へ行こう」と覚えましょう。

月曜日
星期一
xïngqï yï
礼拜一
lœbài yï

火曜日
星期二
xïngqï èr
礼拜二
lœbài èr

水曜日
星期三
xïngqï sãn
礼拜三
lœbài sãn

木曜日
星期四
xïngqï sì
礼拜四
lœbài sì

金曜日
星期五
xïngqï wŒ
礼拜五
lœbài wŒ

土曜日
星期六
xïngqï liù
礼拜六
lœbài liù

※ 日曜日は二通りの書き方があります。

日曜日①
星期日
xïngqï rì
礼拜日
lœbài rì

日曜日②
星期天
xïngqï tiãn
礼拜天
lœbài tiãn

何曜日
星期几
xïngqï jœ
礼拜几
lœbài jœ

＊また，
「星期 xïngqï」や「礼拜 lœbài」の他に「周 zhõu」を使う人もいます。
（月曜日＝周一
zhõu yï 火曜日＝周二 zhõu èr 水曜日＝周三 zhõu sãn 木曜日＝周四 zhõu sì 金曜日＝
周五 zhõu wŒ 土曜日＝周六 zhõu liù 日曜日＝周日 zhõu rì）

時間帯の表わし方

Disc 1  -5
また，日本でも一日を午前・正午・午後というふうに分けたり，朝と夜（晩）と
言ったりしますが，中国にもそういった言い方があるので，これも覚えておきまし
ょう。

早上 zäoshang（朝）

晚上 wänshang（夜）

「早上好。zäoshang häo.」
（おはよう）や「晚上好。wänshang häo.」
（こんばんは）
のあいさつと一緒に覚えてしまいましょう！
上午 shàngwŒ（午前）

中午 zhõngwŒ（正午）

下午 xiàwŒ（午後）

「午」がもともと「お昼」という意味なので，お昼から時間的に過去なので
「上午」には「上」
，時間的に未来なので「下午」には「下」がついています。
時間の流れ
上午
午前

中午
正午

下午
午後
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白天 báitiãn（昼間）

傍晚 bàngwän（夕方）

夜里 yèli（夜間）

白く明るい日中だから「白天」
，時間的に夕方は晩のすぐ傍なので「傍晚」，
夜中だから「夜里」と覚えておきましょう！ 実際の「傍（そば）」という
意味の語は「旁边 pángbiãn」です。
「里 li」には「中」という意味があり，こ
れらは第 5 課で紹介しています。

4

時刻・時間の長さをじっくりマスター！

時刻（時点）

Disc 1  -1
さらに時刻の読み方です。中国語の 1 時，2 時…は，「時」の代わりに「点（钟）
diän(zhõng)」が使われます。

一点（钟）
yï diän(zhõng)

两点（钟）
liäng diän(zhõng)

三点（钟）…
sãn diän(zhõng) ...

1 時や 2 時といったちょうどの時間以外は，次のように表わします。
1：02
1：15
1：30
1：45
1：57
3：05

一点零二分
（0〔零 líng〕を発音します。）

一点一刻
一点十五分
一点半
一点三十分
一点三刻
一点四十五分
一点五十七分
差三分两点
三点过五分

Yï diän líng èr fën
Yï diän yí kè
Yï diän shíwŒ fën
Yï diän bàn
Yï diän sãnshí fën
Yï diän sãn kè
Yï diän sìshiwŒ fën
Yï diän wŒshiqï fën
Chà sãn fën liäng diän
Sãn diän guò wŒ fën

1：57 差三分两点→「差〜分」は時間の前に置き，
「〜分前」を表わします。
3：05 三点过五分→「过〜分」は時間の後ろに置き，
「〜分過ぎ」を表わします。

また，何時何分と尋ねるときには，
「几点几分？ Jœ diän jœ fën?」と言いますが，実
際は，
「现在几点？ Xiànzài jœ diän?」（今，何時？）がよく使われます。

21

快速マスター中国語 ためし読み → Webページへ

時間の長さ（時量）

Disc 1  -2
「1 時」
「2 時」といった時間の他に時間の長さ（量）を表わす言い方があり，そ
れらはまた別の言い方をします。日本語で言うところの「1 時間」「2 時間」という
言い方のことです。

①〜秒間，〜分間の場合は〜秒，〜分と同じ表現です。ただし，2 秒間や 2 分間を
表わすときは「两 liäng」を使って，
「两秒，两分」と表わします。
一秒
1 秒，1 秒間
一分
1 分，1 分間
15 分，15 分間 一刻
※2 秒… ………
2 秒間………
2 分…………
2 分間………

二秒
两秒
二分
两分

yì miäo
yì fën
yí kè
èr miäo
liäng miäo
èr fën
liäng fën

②〜日間，〜週間，〜か月間，〜年間の場合は，表現がおのおので違ってきます。
ただし，〜秒間，〜分間の場合と同じく，2 日間や 2 か月間を表わすときは「两
liäng」を使って，
「两天，两个月」と表わします。
2時

两点
两（个）小时

liäng diän
liäng (ge) xiäoshí

两个钟头

liäng ge zhõngtóu

1日

一号

yï hào

2 日間

两天

liäng tiãn

第 1週

第一周

dì yï zhõu

2 週間

两（个）星期

liäng (ge) xïngqï

1月

一月

yï yuè

2 か月間

两个月

liäng ge yuè

一年目

第一年

dì yï nián

2 年間

两年

liäng nián

2 時間
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＊两个小时，两个钟头は
同じ意味です。

＊（ ）内に入っている
「个」は省略可能です。

5

お金の表現はなんと２種類！

中国語では，お金の数え方が話し言葉と書き言葉で違います。大変ですが，中国
で生活していく上で必要ですので，ぜひ覚えましょう！
＝

十毛  
＝
shí máo

一百分
yìbäi fën

＝

一百分
yìbäi fën

話し言葉では

一块
yí kuài

書き言葉では

一元（圆）＝ 十角  
shí jiäo
yì yuán

Disc 1 

※ 人民元の価値は，
日本円と比較して 1 元あたり約 15 円です（2007 年現在，
これに手数料が 1 〜 2 円かかります）
。

6

昨日，今日，明日などの言い方をマスター！

今日や明日などを言うときには「天 tiãn」を使って表わし，週や月の場合は過去
にさかのぼるごとに「上 shàng」
，未来へ進むごとに「下 xià」がつきます。
Disc 1 

＊ ( 个 ) は省略可能。

日
過去

未来

前天

週
上上 ( 个 ) 星期

月
上上 ( 个 ) 月

年
前年

qiántiãn

shàngshàng (ge) xïngqï

shàngshàng (ge) yuè

qiánnián

おととい
昨天

先々週
上 ( 个 ) 星期

先々月
上 (个)月

おととし
去年

zuótiãn

shàng (ge) xïngqï

shàng (ge) yuè

qùnián

昨日
今天

先週
这 ( 个 ) 星期

先月
这 (个)月

昨年
今年

jïntiãn

zhè (ge) xïngqï

zhè (ge) yuè

jïnnián

今日
明天

今週
下 ( 个 ) 星期

今月
下 (个)月

今年
明年

míngtiãn

xià (ge) xïngqï

xià (ge) yuè

míngnián

明日
后天

来週
下下 ( 个 ) 星期

来月
下下 ( 个 ) 月

来年
后年

hòutiãn

xiàxià (ge) xïngqï

xiàxià (ge) yuè

hòunián

あさって

再来週

再来月

再来年
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7

数字の読み方規則に注意しよう！

1 「一 yï」の声調

「一」の発音はもともと第一声 yï で，単に数を読みあげるとき（一，
二，
三 ･･･）や
序数（第一，一月など）の場合や言葉の後ろ側につくとき（「唯一 wéiyï」〔唯一の〕
など）は第一声で読みますが，
「一片 yí piàn」のように第四声が後に続くときは第
二声，第四声以外が後に続くときは，第四声になります。
説明だけを読むとわかりにくいですが，次のように考えてください。
基本

Disc 1  -1

一 yï
第一声～第三声

Disc 1  -2

※ ①〜④は第一声〜第四声の意味

一枝  yì zhï

④

一本 yì bån
④

④

声 調

一条 yì tiáo

③

①

②

第四声の次に第一声〜第三声の場合はつながりやすいですが，
一片  yí piàn

声 調

④

④

④
②

×つながりにくい

○つながりやすい

このように，後ろの第四声につながりやすいよう「一」の声調は第二声になります。
2 零の発音について

100「一百」や 1000「一千」のような「0 の連続」の右横に 0 以外の数字がこない場
合はそのまま読みますが，101，1010，100100 など「0 の連続」の右横に 0 以外の数字
がきた場合は，0 が何個連続していても 1 回だけ零 líng を読みます。101000 など位が変
わったときは「十万一千」というふうに零はつけません。100100 の場合は千の位を抜か
しているので十万零一百 shíwànlíngyìbäi と，零をつけます。
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Disc 1  -3

例

101

1010 一千零一十 yìqiãnlíngyìshí

一百零一 yìbäilíngyï

100100 十万零一百 shíwànlíngyìbäi

1100 一千一百 yìqiãnyìbäi

101000 十万一千 shíwànyìqiãn《位が変わった場合》
3 二と两の使い分け

P21，22 で紹介した「两 liäng」ですが，他にも量詞（本課の最後で紹介します）
や距離，重さの単位のときに使われます。
Disc 1  -4
例 2 つの問題
2 本の傘

8

两个问题 liäng ge wèntí

2㎞

两公里 liäng gõnglœ

两把雨伞 liäng bä yŒsän

2㎏

两公斤 liäng gõngjïn

大体の数を述べる表現をマスター！

日本語でも大雑把な表現を使うことがよくありますが，中国語での表現の仕方を
以下に紹介しておきます。
Disc 1  -1
前后 qiánhòu
左右 zuöyòu
上下 shàngxià

日時や行事
「～くらい」「〜ほど」数量詞と
年齢や身長体重など

例：春节前后（春節前後） 十五分左右（15 分前後） 六十公斤上下（60 ㎏前後）
ChÆnjié qiánhòu
shíwŒ fën zuöyòu
lìushí gõngjïn shàngxià
その他に，
「十何個」
「十ちょっと」
「4 か月ほど」のような言い方もあります。
Disc 1  -2

十何個

十几个 shí jœ ge

十ちょっと

十多个 shí duõ ge

何百個

几百个 jœ bäi ge

4 か月ほど

四个来月 sì ge láiyuè
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9

基本の量詞を名詞との組み合わせでマスター！

中国語では，日本語の「匹」や「冊」などと同じように，数字と名詞の間に量詞
を入れる必要があります。また，
「この」
「あの」というときも，
「这本书」
「那座山」
というように量詞を入れなければなりません。そのうちの主なものを挙げておきま
すので，覚えておきましょう。
ただ中国語は，日本語と似ていて，
「わざわざ《数詞＋量詞》をつけることは多
くない」ということが重要です。英語では“a”や“the”をつけることに気をつけ
「读一本书 dú yì bån shÆ」（1
ますが，中国語は「读书 dú shÆ」（本を読む）が一般的で，
冊の本を読む）という言い方は，特に「何冊か」を知らせたいときにしか使いませ

んので，注意してください。下記に挙げる量詞は特に重要です。
Disc 1  -1

个 ge
把 bä
本 bån
架 jià
件 jiàn
辆 liàng
枝 zhï
片 piàn
块 kuài
位 wèi
条 tiáo
张 zhãng
只 zhï
座 zuò
副 fù
对 duì
双 shuãng
棵 kë

〜個《人にも使う》
握りのあるもの
〜冊，書物
〜台，機械など
事柄，品物，衣服など
車など乗り物
細長い棒状のもの
薄い断片状のもの
かたまり状のもの
敬意をこめて人に
細長いもの
表面が平らなもの
小動物
ずっしりしたもの
左右が同じで対になっているもの
左右が別で対になっているもの
対で存在するもの
植物類

问题 wèntí（問題），人 rén（人）
雨伞 yŒsän（傘），菜刀 càidão（包丁）
书 shÆ（本），词典 cídiän（辞書）
照相机 zhàoxiàngjï（カメラ），飞机 fëijï（飛行機）
事 shì（こと），衣服 yïfu（服）
车 chë（車），
自行车 zìxíngchë（自転車）
烟 yãn（タバコ），铅笔 qiãnbœ（鉛筆）
肉 ròu（薄切りの肉）
肉 ròu（かたまりの肉）
客人 kèrén（お客），老师 läoshï（先生）
裤子 kùzi（ズボン），鱼 yú（魚）
纸 zhœ（紙），桌子 zhuõzi（机）
狗 göu（犬），猫 mão（猫）
山 shãn（山）
眼镜 yänjìng（メガネ）
夫妻 fÆqï（夫婦）
鞋 xié（靴），筷子 kuàizi（お箸）
树 shù（樹木），草儿 cäor（草）

みなさんいかがでしょう。これらは「一本书 yì bån shÆ」のように，名詞と組み合
わせると簡単に覚えることができます。また，
「个 ge」は日本語の「個」にあたり
ますので，買い物の際に量詞がわからなければ，これを使ってみるのも一つの手で
しょう。
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Disc 1  -2

名詞と組み合わせて覚えましょう！

１． 一个人 yí ge rén（ひとり）
２． 一本书 yì bån shÆ（1 冊の本）
３． 这位老师 zhè wèi läoshï（こちらの先生）
４． 这条路 zhè tiáo lù（この道）
５． 这张纸 zhè zhãng zhœ（この紙）
６． 一只猫 yì zhï mão（1 匹のネコ）
７． 两双筷子 liäng shuãng kuàizi（2 膳の箸）

1．100 や 1000 の場合も「一」は必ず発音する。
2．
「2 時間」などの時間の量や量詞の前では「二」の代わりに「两」
を使う。（詳しい規則は本文参照）
3．
「一」の発音は後ろの語の声調によって変化する。
4．1001 など，0 が入った数字には「一千零一」など，「零」を
発音する。（詳しい規則は本文参照）
5．数量詞は特に「何個か，何冊か」を知らせたいときに使う。
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本課の最重要単語（数量詞・時間を表わす言葉）
零 líng
一 yï
二 èr
两 liäng
三 sãn
四 sì
五 wŒ
六 liù
七 qï
几 jœ
*多少 duõshao
年 nián
月 yuè
日 rì

0
1
2
2つ
3
4
5
6
7
いくつ《10 以下を聞く》
いくつ《10 以上を聞く》
年
〜月

朝

点(钟)
diän(zhõng)
分 fën
刻 kè
差 chà

〜時

天 tiãn
*大前天
dàqiántiãn
前天 qiántiãn
昨天 zuótiãn

8

号 hào
星期 xïngqï
礼拜 lœbài
周 zhõu

〜日《口》

下午 xiàwŒ
白天 báitiãn
傍晚 bàngwän
夜里 yèli

午後

过 guò
现在 xiànzài
秒 miäo
小时 xiäoshí
钟头 zhõngtóu

〜すぎ

元 yuán
角 jiäo

元《単位》

9
10
20
百
千
万
億
兆

〜週，曜日
〜週《口》
〜週（間）

〜日《文》

早上 zäoshang
晚上 wänshang
上午 shàngwŒ
中午 zhõngwŒ

块 kuài
毛 máo
分 fën

八 bã
九 jiŒ
十 shí
二十 èrshí
百 bäi
千 qiãn
万 wàn
亿 yì
万亿 wànyì

夕方，晩
午前
正午

〜分
15 分
（〜分）前
塊《単位》
毛《単位》

昼間
夕方
夜

今，現在
〜秒
〜時間
〜時間《口》

角《単位》

分《単位》
日《一日》
さきおととい
おととい
昨日

今天 jïntiãn
明天 míngtiãn
后天 hòutiãn
*大后天
dàhòutiãn

今日
明日
あさって
しあさって

28

快速マスター中国語 ためし読み → Webページへ

上上 ( 个 ) 星期
shàngshàng (ge)
xïngqï

上上 ( 个 ) 月
shàngshàng (ge)
yuè

先々月

上 ( 个 ) 星期
先週
shàng (ge) xïngqï

上(个)月
shàng (ge) yuè

先月

这 ( 个 ) 星期
zhè (ge) xïngqï

今週

这(个)月
zhè (ge) yuè

今月

下 ( 个 ) 星期
xià (ge) xïngqï

来週

下(个)月
xià (ge) yuè

来月

下下 ( 个 ) 月
xiàxià (ge) yuè

再来月

先々週

下下 ( 个 ) 星期
再来週
xiàxià (ge) xïngqï
*大前年
dàqiánnián
前年 qiánnián
去年 qùnián
今年 jïnnián
个 ge
把 bä
本 bån
架 jià
件 jiàn
辆 liàng
枝 zhï
片 piàn
块 kuài
位 wèi

さきおととし
おととし
去年

明年 míngnián
后年 hòunián
*大后年
dàhòunián

来年
再来年
再来年の次の年

今年
〜個《人にも使う》
握りのあるもの
〜冊，書物
〜台，機械など
事柄，品物，衣服など
車など乗り物
細長い棒状のもの
薄い断片状のもの
かたまり状のもの
敬意をこめて人に

条 tiáo
张 zhãng
只 zhï
座 zuò

細長いもの
表面が平らなもの
小動物
ずっしりしたもの

副 fù

左右が同じで対になって
いるもの

对 duì

左右が別で対になってい
るもの

双 shuãng
棵 kë

対で存在するもの
植物類

＊マークの単語は本課では紹介していませんが，リストに掲載しています。
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第

3
1

中 国 語 の名詞は 日本語と 似 ている ! ?

課

中国語と日本語の名詞の違いは？

第 2 課では数字について学びました。第 3 課では中国語の名詞について学びまし
ょう。中国語の名詞には，
日本語の名詞とそっくりなものも全く違うものもあります。
A．日本語と漢字が同じもの
学生
学生 xuésheng
日本
日本 Rìbån
生活
生活 shënghuó

Disc 1 

B．日本語と漢字が似ているもの
天気
天气 tiãnqì
台風
台风 táifëng
電車
电车 diànchë
C．日本語と漢字が同じ（または似ている）だが，意味が違うもの
〜さん，《自分の夫または人の夫に対する称で》主人
先生 xiãnsheng
仕事
工作 gõngzuò
みんな
大家 dàjiã
上部 A の枠内にある名詞は，日本の名詞と同じ漢字，同じ意味を持つものです。
B の枠内にある名詞は，
日本語の名詞より簡単にされた漢字（简体字 jiäntœzì〔簡体字〕）
から成っています。C の枠内にある名詞は，日本で使われている名詞とは意味が違
うものです。間違って日本語の意味で理解しないように気をつけましょう。
冠詞や複数の s はいらない
英語では，名詞の前に a や the をつけるか，複数の場合は s をつけるなど複数形
にする必要がありましたが，中国語は日本語と同じく，変化させる必要はありません。
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2

代名詞を英日中比較してみよう！

指示代詞

Disc 1  -1
中国語では「これ」
「あれ」を表わす代名詞のことを指示代詞といい，
「私」や「彼」
などを表わす代名詞のことを人称代詞といいます。下に英語・日本語・中国語を併
記した表で示しておきますので，英語の学習と同じように覚えていくとよいでしょう。

単 数

近

称

遠

称

疑

問

複
数

这 zhè/zhèi
这个 zhège/zhèige
this（これ・この）

那 nà/nèi
那个 nàge/nèige
that（あれ・あの）

哪 nä/nåi
哪个 näge/nåige
which（どれ・どの）

这些 zhèxië/zhèixië
these（これら）

那些 nàxië/nèixië
those（あれら）

哪些 näxië/nåixië
which（どれ・どの）

では，これらを使った例文を見てみましょう。
这是铅笔。
Zhè shì qiãnbœ.
This is a pen.
＊

これは鉛筆です。

是 は英語の be 動詞にあたり，「（…は）〜です」を表わします。（→第４課②参照）

那些是手表。
あれらは腕時計です。
Nàxië shì shöubiäo.
Those are watches.
あの家
那个房子
nàge fángzi
that building
どのノート
哪个本子
näge bånzi
which notebook

第 2 課で「今週」の中国語訳に「这 zhè」が使われていたのを覚えていますか？
あの「这（个）星期 zhè(ge) xïngqï」という言い方も，
「この週」という意味から生
ずるものです。
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人称代詞

Disc 1  -2
次に，
「私」や「あなた」
，
「彼」といった人称代詞を紹介します。人称代詞は主格・
目的格で同じものを使います。人称代詞を使った文は，次の第 4 課で多数紹介しま
すので，ここでは軽く，どういった文の並びになるのかを見ておきましょう。

単

数

複

数

我们 wömen（私たち）
咱们 zánmen

一人称

我 wö（私）

二人称

你 nœ（あなた）
您 nín（あなた〈敬称〉）

你们 nœmen（あなたたち）

三人称

他 tã（彼）
她 tã（彼女）
它 tã（それ）

他们 tãmen（彼ら）
她们 tãmen（彼女ら）
它们 tãmen（それら）

（
〈相手を含めた〉私たち）

我去中国。
私は中国に行きます。
Wö qù Zhõngguó.
I will go to China.
＊時制に注意！

她教我们汉语。
彼女は私たちに中国語を教えています。
Tã jião wömen HànyŒ.
She teaches us Chinese.
それ（それ＝例えば，猫など）は牛乳を飲みます。
它喝牛奶。
Tã hë niúnäi.
It drinks milk.
＊中国語では，英語の

it

と同じように，動物に対しても，ものに対しても「它 tã」を使います。

人称代詞の所有格は「的 de」
（〜の）をつけて「我的 wö de」（私の），「他们的
tãmen de」
（彼らの）のようにします。
「的」の後に名詞をつけて「我的衣服 wö de
yïfu」
（私の服）となります。名詞をつけずに「她的 tã de」のままで「〜のもの（こ
の場合は『彼女のもの』）
」という意味を持たせることもできます。「的」については，

第 4 課や第 6 課で詳しく説明します。
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1．日本語の漢字と中国語の漢字の意味は同じものもあれば，違
うものもある。
2．中国語では，英語でいう冠詞や複数の s はいらない。
3．代名詞は主格も目的格も同じで，人称代詞の所有格は「的」
をつけて「我的」
「你的」とするだけ。これだけで「〜のもの」
という意味もある。

本課の最重要単語（指示代詞・人称代詞）
这 zhè
这个 zhège/zhèige
这些 zhèxië
那 nà
那个 nàge/nèige
那些 nàxië
哪 nä
哪个 näge
哪些 näxië

この
これ
これら
あの
あれ
あれら
どれ
どの
どれ《複》

我 wö
我们 wömen
咱们 zánmen
你 nœ
你们 nœmen
您 nín
他 tã
他们 tãmen
她 tã
她们 tãmen
它 tã
它们 tãmen

私
私たち
私たち《相手を含む》
あなた
あなたたち
あなた《敬称》
彼
彼ら
彼女
彼女ら
それ
それら

本課の新出重要単語
学生 xuésheng
日本 Rìbån
生活 shënghuó
天气 tiãnqì
台风 táifëng
电车 diànchë
先生 xiãnsheng
工作 gõngzuò
大家 dàjiã
铅笔 qiãnbœ

学生

腕時計

日本

家

手表 shöubiäo
房子 fángzi
生活
本子 bånzi
天気
去 qù
台風
中国 Zhõngguó
電車
教 jião
〜さん，《自分の夫また 汉语 HànyŒ
は人の夫に対する称で》 中文 Zhõngwén
主人
喝 hë
仕事
牛奶 niúnäi

ノート
行く
中国
教える
中国語
飲む
牛乳

みんな
鉛筆
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第

4

実 は 日 本語と 似 ている中国語文法！

課

中国語では，英語と同じく《S（主語）＋ V（動詞）＋ O（目的語）》という語順で
文を作ります。中国語には英語のような三単元の s に相当するものはありません。
単純に《主語＋動詞＋目的語》で文章を作ることができるのです。英語と比較しな
がら見てみましょう。
注）ここでは，文構造を比較するため，時制は考慮していません。

中国の基本文型
S（主語）＋ V（動詞）
S（主語）＋ V（動詞）＋ O（目的語）
S（主語）＋ V（動詞）＋ O（目的語）＋ O（目的語）

英語の第

1 文型にあたる

英語の第

3 文型にあたる

英語の第

4 文型にあたる

＊ 英語の第 2 文型にあたる《S ＋ V ＋ C》は形容詞を含みますので，第 6 課で説明します。
また，英語の第 5 文型《S ＋ V ＋ O ＋ C》は，
“我叫他小李。Wö jiào tã xiäo Lœ.”
（私は彼を
李くんと呼びます）という文が代表例ですが，leave や find など，英語では第 5 文型をとる
動詞も，中国語では第 5 文型をとらないものも多くありますので，注意が必要です。

1

一般動詞の文型 日中英徹底比較！

肯定文の作り方① 〜《S ＋ V》
彼らは来る。

他们 来。
主語

Tãmen lái.

動詞

構造は同じ！！

    
They come.
主語

動詞

Disc 1  -1

「だれ［何］がどうする」のように，動作・
行為を述べる文を「動詞述語文」といいま
す。英語の第１文型にあたる肯定文は，
《主
語＋動詞》の語順で作ります。

她唱。
彼女は歌います。
Tã chàng.
She sings.
我们游泳。

私たちは泳ぎます。

Wömen yóuyöng.
We swim.
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肯定文の作り方② 〜《S ＋ V ＋ O》
あなたは学校に行きます。

Nœ qù xuéxiào.

你 去 学校。
主語 動詞

目的語

    
You go to school.
主語

動詞

Disc 1  -2

英語の第 3 文型にあたる肯定文は，
《主
語＋動詞＋目的語》の語順で作ります。語
順は英語と同じになります。これが基本と
なりますので，よく覚えておきましょう。

目的語

她爱他。

彼女は彼を愛しています。

Tã ài tã.
She loves him.
我们学习汉语。

私たちは中国語を学習します。

Wömen xuéxí HànyŒ.
We study Chinese.
＊学习 xuéxí：学習する，学 xué：学ぶ

意味はほぼ同じ !

我有词典。
私は辞書を持っています。
Wö yöu cídiän.
I have a dictionary.
肯定文の作り方③ 〜《S ＋ V ＋ O ＋ O》

Disc 1  -3

私は彼らに英語を教えています。

我 教 他们 英语。

Wö jião tãmen YïngyŒ.

主語 動詞 目的語１ 目的語２

語 1 ＋目的語 2》の語順で作
ります。語順は英語と同じに
なります。

    
I teach them English.

主語

動詞

目的語１

英語の第 4 文型にあたる肯
定文は，
《主語＋動詞＋目的

目的語２

「教える」
「
（ものを）あげる」などの動詞は，目的語を二つもつことができ，目
的語 1 を「間接目的語」
，目的語 2 を「直接目的語」といいます。
他们给我一个苹果。

彼らは私にリンゴを 1 つくれます。

Tãmen gåi wö yí ge píngguö.
They give me an apple.
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中国語は英語と似ているか日本語と似ているか
ここまで文型を見てみると，中国語は英語とそっくりなことがわかりました。で
は，中国語は英語と同じように考えても大丈夫なのでしょうか？ 実は中国語には，
日本語に似た部分が多くあります。それらを次に見ていきましょう。
1． 現在形と未来形：英語では現在形と未来形ははっきり区別され，will や be
going to などがあれば未来形とみなしますが，中国語では区別しません。
「わ
かりにくいなぁ。
」と思った方，日本語もわざわざ「～するつもり」と言わ
ないことの方が多くありませんか？ 日本語でも，「明日洗濯します。」のよ
うに未来を表わす助動詞が特に入らないのと同じく，中国語でも「我明天洗
衣服。Wö míngtiãn xœ yïfu.」と言うのです。
2． 返答の仕方，主語の有無：英語では相手の問いに答えるとき，主に“Yes.”
や“No.”で答えますが，中国語で返事をするときには，動詞をそのまま用
いて肯定の意味を表わしたり，
《否定語句＋動詞》で否定の意味を表わした
りして返事をします。例えば，英語では，
“Do you go to the hospital?”（あな
たは病院へ行きますか）という問いには，
“Yes.”や“No.”で大丈夫です。と

ころが中国語では，
「你去医院吗？ Nœ qù yïyuàn ma?」という問いには，
「去。
Qù.」や「不去。Bú qù.」のように返します。また，英語で主語にくるのは必
ず動作の主体でしたが，中国語では返事などする際に，特に「だれが」を言
及しなくてもわかる場合は主語を省略することもあります。ただ，やはり日
本語の方が頻繁に主語を省略する言語だと言えるでしょう。
時間や場所を表わす言葉の位置
以上，中国語の語順を見てきましたが，時間や場所を表わす言葉はどこに置けば
いいのかを，日本語・英語の基本語順との比較で見てみましょう。
日本語

時間＋場所＋ S ＋ O ＋ V

中国語

時間＋場所＋ S ＋ V ＋ O

英

S ＋ V ＋ O ＋場所＋時間

語

V と O の位置が違うだけ！
SVO の語順以外は全く違う！

＊ただし，日本語は V が最後にくること以外はかなり自由度が高い。
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否定文は英語のよう

Disc 1  -4
否定文を作るときには，
動詞の前に「不 bù」を置きます。動詞が所有を表わす「有
yöu（持っている）
」のときは「没 méi」を前に置きます。英語の not にあたります。

私はテレビを見ません。

我 不 看 电视。

Wö bú kàn diànshì.

～ない 動詞

    
I don＇t watch TV.
～ない

動詞

他不知道那个。
Tã bù zhïdào nàge.

彼はそれを知りません。

He doesn＇t know that.
她没有孩子。
Tã méi yöu háizi.

彼女には子どもはいません。

She doesn＇t have children.
＊ méi yöu はふつう，méi you と軽声で発音されます。

また，
「有 yöu」以外の一般動詞の場合も，「不 bù」のほかに「没（有）méi(yöu)」
を使う否定文もあります。
「不」と「没（有）
」は，次のように意味が違います。

不 bù

意志や習慣，これからの未来の否定に使用されます。

没（有）
méi(yöu)

動作やものごとがまだ行なわれていない・起こってい
ないことを表わし，
「まだ～していない」という意味です。

次の例文で見てみましょう。
我不去美国。
私はアメリカには行きません。《意志》
Wö bú qù Måiguó.
我没（有）去美国。

私は（まだ）アメリカには行っていません。

Wö méi(yöu) qù Måiguó.
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我不看电视。
私は（普段）テレビを見ません。《習慣》
Wö bú kàn diànshì.
私は（まだ／今・その時は）テレビを見ていません。
我没看电视。
Wö méi kàn diànshì.

つまり，
「不」を使うと動詞を完全に否定してしまう形になりますが，「没（有）」
では，時・場所などを限定した否定ということになります。また，「まだ」という
意味を強く示したいときは，
「还没有 hái méiyou」のように「还」をつけます。
疑問文の作り方は日本語に似ている？

Disc 1  -5
Yes，No を尋ねる疑問文を作るには，文末に「吗 ma」（～か）をつけます。日本
語の「～ですか？」と似たような感覚で語尾を少し上げて発音しましょう。これは
英語と違いますが，日本人にはわかりやすいと思います。

中日辞典を買いますか。

Nœ mäi Hàn-Rì cídiän ma?

你买汉日词典吗？

    
Will you buy a Chinese-Japanese dictionary?
中国語では，Yes，No で答えるときは「
（主語＋）動詞」または「（主語＋）否定
語＋動詞」で答えます。主語は省略されるのが一般的です。
買います。

買いません。

（我）买。(Wö) mäi.
Yes.

（我）不买。(Wö) bù mäi.
No.

また，動詞の肯定形と否定形を並べると（买＋不买＝买不买，有＋没有＝有没有
など）
，少し強調した語気の疑問文となります。
中日辞典を買いますか。

你买不买汉日词典？

Nœ mäi bu mäi Hàn-Rì cídiän?

＊肯定形と否定形を並べたときの「不」はふつう，軽声で発音されます。

文末に「吗 ma」をつけた疑問文と同じく，Yes，No で答えるときは「（主語＋）
動詞」または「
（主語＋）否定語＋動詞」で答えます。
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買います。
（我）买。(Wö) mäi.
Yes.

買いません。
（我）不买。(Wö) bù mäi.
No.

「A か B」というふうに，二つ以上のものについてどちらかを尋ねる場合は，“A
还是 háishi B”とします。日本語の「それとも」，英語の“or”にあたります。
あなたが来るの？

それとも，彼が来るの？

你来，还是他来？
饅頭を食べる？

Nœ lái, háishi tã lái?

それともマントーを食べる？

你吃包子，还是吃馒头？

Nœ chï bãozi, háishi chï mántou?

＊ 包子は中にあんこや肉など具が入った饅頭型のもので，馒头は小
麦粉だけで作られたもの。

この受け答えも，前述の疑問文と同じように肯定文，または否定文の形で答えます。
私が来ます。
我来。Wö lái.

or

彼が来ます。
他来。Tã lái.

饅頭を食べます。
吃包子。Chï bãozi.

or

マントーを食べます。
吃馒头。Chï mántou.
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2

英語の be 動詞にあたる，判断動詞「是 shì」をマスター！

中国語にも英語の be 動詞にあたる動詞があり，それが判断動詞「是 shì」です。
英語では is，am，are，was，were，be，been，being と変化しますが，中国語では
変化はありません。

A は B である

Disc 1  -1

「A は B である」と表わすのに「A 是 B」という言い方をします。A is B の be 動
詞の部分にあたります。
私は日本人です。

我是日本人。
A

Wö shì Rìbånrén.

B

        
I am Japanese.
A

B

彼は私の先生です。

他是我的老师。
Tã shì wö de läoshï.
He is my teacher.

否定文

Disc 1  -2

「A は B ではない」
“A is not B”を作るには，前述の他の動詞と同じように，是
の前に「不」をつけて，
「不是」とします。没是とは言いません。
私は中国人ではありません。

Wö bú shì Zhõngguórén.

我不是中国人。
A

B

    
I am not Chinese.
A

B

他不是公司职员，是学生。
彼はサラリーマンではなく学生です。
Tã bú shì gõngsïzhíyuán, shì xuésheng.
He isn＇t an office worker, (he) is a student.
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疑問文

Disc 1  -3

「A は B ですか？“Is A B?”
」を作るには，前述の他の動詞と同じく，文末に「吗
ma」をつけるか，肯定と否定を並べて「是不是 shì bu shì」という形にします。答え
方は是をそのまま用います。
あなたは留学生ですか。
Nœ shì liúxuéshëng ma?

你是留学生吗？
A

B

你是不是留学生？
A

Nœ shì bu shì liúxuéshëng?

B

     
Are you a student from abroad?
A

B

はい。
是。Shì.
Yes.

3

いいえ。
不是。Bú shì.
No.

「なに」
「どこ」の疑問文と，その答え方をマスター！（疑問詞疑問文）

疑問詞が入る疑問文の場合も語順を変える必要はありません。語順は“SVO”で
すが，日本語のように目的語の位置に入れるだけで OK です。また答えるときは，
日本語でも「それは～です。
」とは言わずに「～です。」だけですませてしまうのと
同様，主語を省略して「是～。
」の形で OK です。例文で確かめてみましょう。
Disc 1  -1

他的职业是什么？ Tã de zhíyè shì shénme?

是医生。Shì yïshëng.

彼の職業は何ですか。

医者です。

你老家是哪儿的？ Nœ läojiã shì när de?

是大阪。Shì Dàbän.

あなたの故郷はどこですか。

大阪です。
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話し手側の気持ちを強調して伝えるときにも，「是」は用いられます。その場合，
一般動詞の前に挿入します。
Disc 1  -2
他是想买电视，不是想买电脑。
Tã shì xiäng mäi diànshì, bú shì xiäng mäi diànnäo.
彼はテレビを買いたいのであって，パソコンを買いたいのではない。

4

なんと動詞が省略できるパターンも！（「是」の省略）

年月日や居住地，年齢などの一定のことを目的語にとる名詞述語文では，「是
shì」は省略可能です。ただし否定する場合は，必ず「不是 bú shì」とする必要があ
ります。
Disc 1 
今天一月一号。
今日は 1 月 1 日です。
Jïntiãn yï yuè yï hào.
明天星期三。
明日は水曜日です。
Míngtiãn xïngqï sãn.
他上海人。
Tã Shànghäirén.

彼は上海出身です。

ちょっと先取り
（過去形について）
中国語は正確には過去形がなく，完了形が過去形の代わりになってい
ますが，とりあえずのところは過去の「～だった。」を表わす場合は，
動詞の後ろに「了 le」を入れると覚えてください。用法や，例にある目
的語がついた場合についてなど，詳しくは第 13 課（P.124）で説明します。
例：他来了。Tã lái le. 彼が来ました。
我买了词典（了）
。Wö mäile cídiän (le). 辞書を買いました。
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5

日本語と同じで基本は前から説明！（主述文＋「的 de」）

前課で述べたように「的 de」は日本語の「～の」にあたります。詳しくは第 6 課
で説明しますが，
《名詞＋的＋名詞》
（例えば，我的学校）のほかにも，
《主述文“SV”
＋的》
（例えば，你喝的啤酒 nœ hë de píjiŒ あなたが飲んだビール）という表現もでき
ます。こういう表現が可能なことから，日本語を習い始めの中国人が誤って「あな
たが飲むのビール」としてしまうのでしょう。
Disc 1  -1

これは，私が好きな音楽です。
这是我喜欢的音乐。
Zhè shì wö xœhuan de yïnyuè.

動詞の単語力をアップさせるには！
動詞を覚える際に，1 文字だけから成るもの（例えば，去，买，画）を機械的に
単体で覚えることは大変です。そこで，目的語を伴なう「他動詞」については，目
的語と一緒に覚えることをお勧めします。以下を見てください。
Disc 1  -2

去中国 qù Zhõngguó 中国に行く

来日本 lái Rìbån

日本に来る

买东西 mäi dõngxi

品物を買う

听音乐 tïng yïnyuè 音楽を聴く

画画儿 huà huàr

絵を描く

喝酒

hë jiŒ

酒を飲む

唱歌

chàng gë

歌を歌う

读书

dú shÆ

本を読む

给我

gåi wö

私にくれる

念书

niàn shÆ

テレビを見る

开车

kãi chë

看电视 kàn diànshì

（声を出して）読む
車を運転する

このように動詞と目的語（名詞）を組み合わせて覚えることで記憶効率はグンと
アップします。ぜひこの方法で単語を増やしていきましょう！
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1．中国語の語順の基本は，
《Ｓ＋Ｖ＋Ｏ》で，目的語を 2 つと
る動詞は英語と同じく，
《Ｓ＋Ｖ＋Ｏ＋Ｏ》の文型となる。
2．動詞の否定文を作るときは，動詞の前に否定語の「不」「没
（有）
」をつける。
●“不”
･････････ 意志や習慣，これからの未来の否定に使用。
●“没（有）”････ 動作やものごとがまだ行なわれていない・起こって
いないことを表わす。

3．Yes，No を尋ねる疑問文を作るには文末に“吗”をつける。
また，肯定形と否定形を並べると少し強調した語気の疑問文
となる。返答は動詞そのままで「来。
《肯定》」
「没来。
《否定》」
のように答える。疑問詞が入っても語順はそのまま。
例：这是什么？（これは何ですか）
4．A か B，というふうに 2 つ以上のものについてどちらかを尋
ねる場合は，
“A 还是 B”という形にする。
5．
「A は B である」という意味を表わすには，
A is B のように「A
是 B」という言い方をする。また上記 3 同様，動詞の肯定形
＋否定形で強調可能。返答は「是。
」「不是。
」で答える。
6．年月日や居住地，年齢などの一定のことを目的語にとる，肯
定文の名詞述語文では，
「是」は省略可能。

この課で一番大事なことは，
「基本は“SVO”なので英語と同じだが，疑問文の
作り方（語順が変わらない，最後に「吗？」をつけるなど），主語の省略も可能な点
など，他は日本語と同じである」という点。英語と似ていると思うと間違いやすく
なるので要注意！
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本課の最重要単語（動詞）
来 lái
唱 chàng
游泳 yóuyöng
爱 ài
学 xué
学习 xuéxí
有 yöu
教 jião
给 gåi
看 kàn
知道 zhïdào

来る
歌う
泳ぐ
愛する
学ぶ
持っている
教える
与える
見る

买 mäi
吃 chï
是 shì
想 xiäng
喜欢 xœhuan
画 huà
听 tïng
读 dú
念 niàn
开 kãi

買う
食べる
～である
思う
好きである
描く
聴く
読む
（声を出して）読む
運転する

知っている

本課の最重要単語（否定・疑問など）
不 bù
没有 méiyöu
还是 háishi

～ない
（まだ）ない
それとも

吗 ma
什么 shénme
哪儿 när

～ですか
何
どこ

本課の新出重要単語
学校 xuéxiào
词典 cídiän
英语 YïngyŒ
苹果 píngguö
电视 diànshì
孩子 háizi
美国 Måiguó
包子 bãozi
馒头 mántou
日本人 Rìbånrén
老师 läoshï
中国人
Zhõngguórén

学校

公司职员
gõngsïzhíyuán

会社員

辞書
英語
リンゴ
テレビ
子ども
アメリカ
饅頭
マントー
日本人
先生
中国人

留学生 liúxuésheng
职业 zhíyè
医生 yïshëng
老家 läojiã
大阪 Dàbän
电脑 diànnäo
上海人
Shànghäirén
音乐 yïnyuè
东西 dõngxi
画儿 huàr
歌（儿）gë(r)
酒 jiŒ
书 shÆ
车 chë

留学生
職業
医者
故郷
大阪
パソコン
上海人
音楽
品物，もの
絵
歌
酒
本
車
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英 語・ 中 国 語・ 日 本 語 教 育 研 究 機 関 Aquaries
School of Communication 学長。比較コミュニケーシ
ョン学・翻訳学者。
ノースウェスタン大学院修了後，テキサス大学コミ
ュニケーション学部で異文化間コミュニケーションを
1 年間指導。
Let’s enjoy the process!（陽は必ず昇る！）をモッ
トーに，過去 30 年の教歴において，英検１級合格者
を 1,500 名以上，TOEIC 満点突破者を 90 名以上，資
格 3 冠（ 英 検 1 級・ 通 訳 案 内 士・TOEIC980 点 ） 突
破者を 200 名以上輩出。数々のベストセラーがあり，
出版した著書（総計 100 万部突破）の 10 冊以上はア
ジア 5 か国以上で翻訳されている。
最近の著書に，『快速マスター中国語』『英語で説
明する日本の文化』『英語で説明する日本の文化必須
表現グループ 100』『英語で説明する日本の観光名所
100 選』（以上共著，語研刊），『英語で経済・政治・
社会を討論する技術と表現』『英検準 1 級英単語大特
訓』（以上，ベレ出版刊）などがある。

.........................................................................................................................................

植田 一三（うえだ・いちぞう）

浅井 伸彦（あさい・のぶひこ）
関西大学社会学部社会学科産業心理学専攻卒業，京
都教育大学教育学研究科教育臨床心理学コース修了。
復旦大学留学。
Aquaries School of Communication 中国語教育研究
部長，比較言語研究会会長，MEDI 心理カウンセリン
グの代表臨床心理士，保育士。
教育心理学・語用論の見地から中国語コミュニケー
ションを徹底研究し，語学の「超人」Ichy Ueda（植
田一三）とともに，言語比較・学習心理学・語用論な
どのあらゆる方法論と，海外生活経験や講師経験から
得た知見を駆使した，独自の比較言語的最速中国語学
習メソッドを生み出す。その他，主な著書に『快速
マスター中国語問題集』『快速マスター韓国語』( 以
上，語研刊），『うれしくなる！中国語の発音トレーニ
『指定大学院入試対策，
ングブック』（明日香出版社刊），
臨床心理士，研究者のための基礎から学べる心理英語』
（秀和システム刊）がある。
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