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はじめに

❦ママ，この道ないよ

妈妈，这路没有
4 4 4

！ Mãma, zhè lù méiyöu!

　4 歳になった娘の京京が，ある日こんなことを言いました。保
育園から彼女を引き取り，自転車でいつもの道を走っていたとき
のことです。その日はちょうど道路工事をしていて歩行者や自転
車は舗道の外を迂回しなければなりませんでした。京京はこのよ
うすを見て「ここの道がなくなっちゃったよ」と言いたかったの
です。でもこれは正しくない中国語です。ほんとうは［这儿没有

路了。Zhèr méiyöu lù le.］と言わなくてはなりません。
　彼女のまちがいは日本人のよくするまちがいと同じでした。つ
まり「ここの道がなくなった」という日本語の語順と同じなので
す。同じ年の子供でも，本国で生活している子供ならばおかすこ
とのないまちがいです。
　京京は 1991 年 8 月，東京で生まれました。いまはもう 17 歳
になっています。日本で生まれ，幼い時期を過ごしたあのころ，
まだたどたどしく話をしていたあのころはもうずいぶん遠い昔
のことになりました。でも私にはいまも昨日のことのように思え
るのです。
　京京は 7 年間，日本で生活しました。その間，一時帰国して
半年ほど北京で暮らしましたが，そのとき以外はだいたい日本で
生活していました。そんなわけで，彼女は生まれたときから日本
語の環境で生活していたのです。
　京京の日本語歴は私のおなかの中にいたときから始まってい
ました。当時私は来日したばかりで，大学の日本語教室に通って
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いました。大きなおなかをかかえて勉強していたので，よく「一
人分の授業料で二人が勉強している」などと同級生にからかわれ
たものです。
　生まれて 7 か月で保育園に入り，それからは保育園でも日本語，
家の外でも日本語，テレビも日本語と，日本語ばかりとなりまし
た。もちろん，日本に住んでいるのですから，日本語が日常の大
部分を占めるのは当然のことです。しかし，日本語に押されて中
国語が話せなくなったりしないように，私と夫は娘が赤ちゃんの
ころから中国語を使って話をするように心がけました。言葉がで
きなければその国の人間としての意識が形成されないと思った
からです。
　こうして，彼女は家の中では中国語，外に出れば日本語という
言語環境で生活するはめになったのです。
　彼女はよく中国語と日本語をまぜこぜにして話をしていまし
た。あるときも絵本を見ながらこう言いました。

这是小鸟，这是ウサギさん。
Zhè shì xiäoniäo, zhè shì usagisan.

（これは小鳥，これはウサギさん）

　京京は「ウサギさん」の中国語を知っています。
妈妈：ウサギさん用中文怎么说？

Usagisan yòng Zhõngwén zénme shuõ?

（ウサギさんは中国語でなんて言うの？）

京京：小白兔。Xiäobáitù.

　このようにできるだけ確認させ，教えていきました。でも，逆
に，中国へ帰ったときは日本語で話しかける努力をしていまし
た。中国では，日本にいるときとは反対に中国語の環境になり，
自然と京京もほとんど日本語を使わなくなります。彼女は日本で

生活するというチャンスに恵まれたのですから，せっかく覚えた
日本語を忘れないでほしいと思ったのです。
　人間の記憶でいちばん古いのはいつなのか，わかりません。け
れど，日本で過ごした７年間は彼女の心にしっかり残り，いまも
あのころ一家で住んでいた大家さんのおばあさんのことを京京
はよく覚えていますし，最近は『世界に一つだけの花』がお気に
入り，日本語で歌うことができます。

❦東京も北京も京京が好き

　京京のほんとうの名前は［汪海曦 Wãng Häixï］といいます（汪
は夫の姓で，伝統的に夫婦別姓の中国では，子供は父の姓を名の
るのが一般的です）。この名前を日本語で読むと「かいぎ」となり，
なんだか会議のようで堅苦しい感じがしてしまうのと，［曦 xï］
の字が日本人にとってあまりなじみがないということもあり，私
たちは彼女に［京京 Jïngjïng］という［小名 xiäomíng］（幼名）を
つけました。
［小名］は子供時代の愛称として［大名 dàmíng］（本名）のほか

につけるもので，日本の「○○ちゃん」というような愛称に似て
います。
［小名］はたいていだれでも持っています。ちなみに私は 4 人

姉妹の 3 番目なので，小さいころは［三三 Sãnsan］と呼ばれ，
妹は［小四儿 Xiäo Sìr］と呼ばれていました。［小名］のつけ方
はとても自由で，私のいちばん上の姉の子で，京京の［表哥

biäogë］（姓の異なるいとこ）にあたる男の子は，トラ年生まれな
ので［大虎 DàhŒ］と呼ばれています。妹の娘の［小名］は［小

叮当 Xiäodïngdãng］といいます。この名は昔《小叮当》というタ
イトルの映画があり，タイトルと同名の主人公の少女がかわいら
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biäogë］（姓の異なるいとこ）にあたる男の子は，トラ年生まれな
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しかったこと，そして［叮］が妹の夫の姓である［丁 Dïng］と
字が似ていて発音が同じだからということ（姪は母の姓である李
を継ぎました），また［dïngdãng］は鈴の音を表す擬音語で，聞
いた感じがとてもきれいだからという理由もあります。［小名］
は 80 年代以降，同じ字を二つ重ねて，かわいらしく美しい響き
になる名前がよくつけられるようになりました。たとえば［洋洋

Yángyang］［明明 Míngming］［笑笑 Xiàoxiao］のように。私の京
京も時代の流行に乗ったわけです。
　京京の名は，90 年代の私たちが故郷とする北京と，生活して
いる東京に共通する京の字にちなんだものです。京京は 3 歳半の
とき，自分の名である京の字をいつの間にか覚えていました。そ
れは，東京にいても北京にいても，町のあちこちでこの字を見か
けるので，私たちが教えるより先，自然に覚えてしまったのです。
京京：妈妈，看“京”! Mãma, kàn “jïng”!

（ママ，見て京だよ）

妈妈：对，那是东京的京。Duì, nà shì Dõngjïng de jïng.

　　　（そうね，あれは東京の京よ）

　北京に帰っても京の字があり，私は［那是北京的京。Nà shì

Båijïng de jïng.］（あれは北京の京よ）と教えていました。あるとき，
彼女はこんなふうに尋ねました。

妈妈，为什么东京也有我，北京也有我呀？
Mãma, wèi shénme Dõngjïng yå yöu wö, Båijïng yå yöu wö ya?

（ママ，どうして東京にも私があって，北京にも私があるの？）

因为东京也喜欢你，北京也喜欢你呀。
Yïnwèi Dõngjïng yå xœhuan nœ, Båijïng yå xœhuan nœ ya. 

（それはね，東京もあなたのことが好き，北京もあなたのことが

好きだからよ）

　すると彼女はとても得意そうな顔をしました。京京の名は本人

にとっても重要な意味を持つようになったのです。［京京］は中
国語では jïngjïng と発音し，日本では「きょうきょう」とか「き
ょうちゃん」などと呼んでいますが，本書中ではおもに京京と表
記します。

❦どうしてテレビは中国語をしゃべらないの ?

4 歳になってから京京は［为什么 wèi shénme］（なぜ）をよく使
うようになりました。その年の秋，2 週間ほど北京の［娘家 

niángjiã］（私の実家）に帰り，再び東京にもどってきたとき，京
京はこんな質問を投げかけてきました。

为什么电视里不说中文？
Wèi shénme diànshìli bù shuõ Zhõngwén?

（どうしてテレビは中国語をしゃべらないの？）

为什么日本的おばあさん和姥姥说话不一样？
Wèi shénme Rìbån de obaasan hé läolao shuõ huà bù yíyàng?

（どうして日本のおばあさんと［姥姥］は話す言葉が違うの？）

［姥姥 läolao］は母方の祖母の意味で，北京に住んでいる私の
母のことを指します。「日本のおばあさん」は私たちが住んでい
たアパートの大家さんのことです。北京のおばあさんはもちろん
のこと，日本の大家さんのおばあさんも娘を「京ちゃん」と呼ん
でとてもかわいがってくれ，京京もよくなついていました。また，
京京はテレビが大好き。コマーシャルのキャッチフレーズはよく
覚えるし，当時はアニメの『セーラームーン』に夢中でした。北
京のおうちで見るテレビは中国語でしゃべっているのに，日本に
来ると中国語ではありません。北京のおばあさんも，大家さんの
おばあさんも大好きだけれど，どうしてしゃべっている言葉が違
うのかしら。
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因为姥姥是中国人，おばあさん是日本人。
Yïnwèi läolao shì Zhõngguórén, obaasan shì Rìbånrén.

（［姥姥］は中国人で，おばあさんは日本人だからよ）

　と説明しても４歳の彼女にはわかりません。小さな京京の心に
は国境も民族もないのです。あるのはやさしいおばあちゃんたち
と大好きなテレビだけ。彼女はそのとき，ごく自然に日本語と中
国語をあやつって生活していました。国や民族のことはわからな
くても，世の中に［说中文的人 shuõ Zhõngwén de rén］（中国語を

話す人）と［说日文的人 shuõ Rìwén de rén］（日本語を話す人）がいて，
中国語を話す人には中国語で，日本語を話す人には日本語で話を
すればいいのだということが，だんだんとわかってきたのでした。
　京京は二つの言語を日常生活から覚えていきましたが，おとな
になって外国語を学ぶとしたら，ふつうは大学や専門学校の教室
で先生についてテキストを見ながら勉強するものです。しかし，
だれでも母語は日常のあらゆる営みの中から育み身につけてい
くものです。だからこそ言葉に血が通い，微妙なニュアンスが生
まれてくるのです。さらに本や先生から学んでいけば，言語表現
はより豊かに，より高度になっていくでしょう。子供も初めは簡
単な単語から覚え，まちがいを繰り返しながらやがて長いセンテ
ンスで意思を伝えることができるようになるのです。

❦ブロック遊びと道路工事

　道路工事のために［没有路 méiyöu lù］だった道が，工事が終
わって通れるようになった日のこと，京京は補修の跡を見つけて
言いました。

看！ 装进去了。Kàn!   Zhuãngjinqu le.

（見て，はまってる）

　彼女は開いていた穴が「埋まっている」と表現したかったので
した。正しくは［补好了。BŒhäo le.］（補修できている）と言わな
ければなりません。この［装 zhuãng］はおもちゃのブロックや
積み木で遊ぶときよく使う動詞で，ブロックがカチッとはまった
り，積み木がうまく組み合わさったとき，［进去］（入っていく）

という補助の動詞をつけて［装进去］（はまった）と言っているの
です。

彼女が積み木遊びで使っている動詞は［装］，［拼 pïn］（組み合

わせる），［搭 dã］（積み重ねる）くらいしかなく，［补］（補充する，

補修する），［填 tián］（埋める）はまだむずかしかったのです。
　彼女は子供らしい発想で［装］という動詞を動員し，表現しよ
うとこころみたのです。もちろん，ティーンエイジャーになった
いまでは道路工事の跡を見て［装进去］と言ったりすることはあ
りません。これが子供の言語学習の過程なのです。
　子供がどんな状況で言葉を覚え，それを発展させていくか，つ
まり「子供が言葉を理解し話せるようになる過程」を知ることが，
きっと中国語学習のステップアップに役立つと，私は信じていま
す。本書は，幼いころ，日本で生活していた私の娘を中心に，彼
女の中国語の先生となってくれたおいの大虎や，私自身の体験も
まじえてお話を進めていきます。
　ご存じのように中国は国土が広く，人口も多く，言葉は地方や
生活レベルによってかなり違いがあります。北京から高速列車で
たった 30 分の距離にある天津でさえ，日常話している言葉が違
います。京京が話している中国語は私たち父母や，私の実家であ
る李家の教えのもとに培われたものです。また［拼音 pïnyïn］表
記については，中国社会科学院言語研究所の正書法に準じ，なる
べく実際に即したかたちでつけています。これらのことを先にお
ことわりしてから，お話を始めましょう。
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んとなくわかってしまうところに大きな落とし穴があります。そ
の場しのぎができるのでいつまでたっても適切な言葉を覚えま
せん。
　文字の知識がない子供はこのようなまちがいをおかすことが
ありません。子供はまず最初に，耳から言葉を覚え，口まねをし
ながら表現できるようになっていくからです。初めは単語から，
そして短文，長文になり表現が豊かになり，自分の意思をほぼ伝
えられるようになります。文字の学習はそれから始まるのです。
　4 歳児の京京でもときどきまちがったことを言うものの，中国
語の基本的表現はほとんどでき，日常生活を送っていました。と
いうことは文字をほとんど知らなくて基本的な会話はできると
いうことです。

❦赤ちゃんはじっと耳を傾ける

　京京は生まれて 1，2 か月のあいだは，あまり夜泣きをするこ
ともなく，すやすやよく眠る子でした。3 か月ころからだんだん
周囲の物音や人の声に反応を示すようになり，親ならだれでもす
るように，私も京京を抱いて［京京］と呼びかけたり，ガラガラ
のようなおもちゃを鳴らしたりしました。すると彼女はつぶらな
瞳でじっと私の顔を見たり，音のするほうを見つめたりしていま
した。
　そして，ときどき何かお話をするように「あーあー，うーうー」
と声を出すようになりました。このころ私たちは京京を抱いて家
の中にあるいろいろなものを見せながら，その名前を教えまし
た。たとえば壁にかけた時計のそばに連れていき，言います。

京京看，这是表，表，大表。
Jïngjïng kàn, zhè shì biäo, biäo, dàbiäo.

（京京，見てごらん。これは時計，時計よ，お時計さん）

　テレビの前に連れていき，
这是电视，电视。
Zhè shì diànshì, diànshì.

（これはテレビ，テレビ）

　お茶碗を見せて，
京京，碗，这是碗。
Jïngjïng, wän, zhè shì wän.

（京京，お茶碗，お茶碗よ）

　彼女は物を見つめながら，私の繰り返す声をじっと聞いていま
した。時計やテレビやお茶碗がどういうものか知らなくても，目
に映った形と聞こえてくる音を認識していったのです。時計が見
えると biäo という声が聞こえる。テレビを見ると diànshì という
音，お茶碗は wän という音……。

顔の部分の名称も同じようにして遊びながら教えていきまし
た。彼女の鼻や耳を指でさわり，［这是鼻子，鼻子。Zhè shì bízi, 

bízi.］（これはお鼻，お鼻），［这是耳朵，耳朵。Zhè shì årduo, årduo.］
（これはお耳，お耳），［嘴，嘴。Zuœ, zuœ.］（お口，お口），［眼睛，眼睛。

Yänjing, yänjing.］（おめめ，おめめよ）。こんなふうにして教えてい
ったのです。

これをくりかえすうち 3 か月をすぎたころから，京京ははっ
きりと物と音を理解するようになりました。

京京，电视在哪儿？ 电视？
Jïngjïng, diànshì zài när?  Diànshì?

（京京，テレビはどこ？　テレビは？）

　と聞くとテレビのほうを向き，
表，表呢？ Biäo, biäo ne?

（時計，時計は？）
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　と聞くとちゃんと時計を見つめ，満 1 歳になったころから［鼻

子呢？ 鼻子。Bízi ne?  Bízi.］［嘴呢？ Zuœ ne?］と言うと小さな手
で鼻や口をさわって示すようになりました。

❦声調が正しければ通じる

　日本人が中国語を勉強するとき，最初に出会う難関は発音とイ
ントネーション（声調）です。人によっては何年勉強していても
この二つができなくて，会話が通じないという場合もあります。
ここでちょっとコツをお教えしましょう。
　中国語の［普通话 pŒtõnghuà］（共通語）には四つの声調があり
ます。同じ発音でも声調が違うとまったく意味が変わってしまい
ます。たとえば，

包 bão（包む），薄 báo（薄い），饱 bäo（満腹である），报 bào（新聞）

　というように。声調は第 1 声から第 4 声まで  の四
つの記号で表し，それを漢字の発音を表す［拼音 pïnyïn］（発音表

記のアルファベット）のうち最も大きく発音される母音の上につけ
て示します。一般のテキストには  の順で並べられ，
それぞれ第 1 声，第 2 声，第 3 声，第 4 声と呼びます。けれど，
これを別の側面から見ると第 1 声と第 3 声，第 2 声と第 4 声が
対照をなすイントネーションになっていることがわかります。つ
まり，

　ã と ä，á と à　
　ã はふだん日本語で話している声の高さより高いところで「ア
ー」と平らに伸ばし，ä はふだんの高さより低いところで「アーア」
とうなるのです。á はふだんの高さより少し低いところから始め
て一気に上へあげ，à はその逆で，ふだんの高さより高いところ
から一気に落とすとやりやすくなります。

　中国語の発音と声調のうち，通じるためにいちばん重要なポイ
ントは第一に声調です。［电视］［表］［鼻子］を覚えた京京に，
diánshí とか，bião とか bìzi などと違う声調で話しかけても彼女に
はわからなかったはずです。けれど diànsì とか piäo，pízi のよう
に子音だけを変えて正しい声調で言えばわかったはずです。
　こういうことがありました。

京京が 1 歳 5 か月のころ，保育園に通いはじめて半年ほどた
っていました。そろそろおしめを取って，おしっこやうんちをお
まるですることを覚える時期になっていました。家ではおまるを
使わせるとき［坐盆儿盆儿 zuò pénrpénr］と言って教えていたの
ですが，保育園の先生が「ここにお座りなさい」と言っても，な
ぜかいやがって座ろうとしませんでした。言葉が通じないためか
と思った先生は，中国語で何というのかと尋ねてこられました。
そこで［坐坐。Zuòzuo.］（お座り）という言葉をお教えしました。
先生はこの発音を「ゾーゾー」と覚え，実行したのです。発音は
少し違っていましたが，イントネーションは正しかったので，そ
の結果，京京はすなおに座り排泄するようになりました。これを
見ても声調がどれほど大事かおわかりになると思います。

❦赤ちゃんのお遊び

日本の子供もお母さんといっしょにいろいろな遊びをしなが
ら言葉を覚えていきますが，中国にも同じような赤ちゃんのお遊
びがあります。このような遊びで使う言葉はたいてい決まった漢
字がありません。つまり発音が重要だということです。赤ちゃん
は知らず知らずのうちに音と動きを覚えていくのです。京京が赤
ちゃんのころどんな遊びをしていたか，いくつかご紹介しましょ
う。
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　いないいないバー［mër］——5 か月を過ぎて［爬 pá］（ハイハ

イ）ができるようになったころ，赤ちゃんを相手にいろいろなお
遊びをします。私たちがよくやってあげたのが mër という遊び
です。これは日本の「いないいないバー」と同じように，赤ちゃ
んの前でお母さんが自分の顔を手でおおい，mër といってパッと
顔を出すのです。カーテンに隠れてから顔を出したり，お父さん
にだっこしてもらって私が背を向け，パッと振り向いたりもしま
す。mër と言いながら顔を見せるたび赤ちゃんは大よろこびです。
　ところで，この mër を漢字でどう書いたらいいのか，よくわ
かりません。おそらく mër は mëngr で，布などで物を「おおう」
という意味の［蒙 méng］という動詞がなまったものだと思われ
ます。

　なでなでするたび大きくなあれ［húlà húlà zhäng zhäng］——お
しめを交換するときや，お風呂上がりにしてやると赤ちゃんがよ
ろこぶのがこの遊びです。これはあおむけになっている赤ちゃん
の体を，húlà húlà と言いながら肩から腕，腰，足へとマッサージ
するようになでていき，最後に足首を持って zhäng zhäng と言い
ながら上下に振り，これを繰り返すのです。赤ちゃんは気持ちが
よくて上機嫌になります。
　ところで，これも mër とともに母から教わったもので，漢字
がわかりません。húlà húlà のほうは［胡噜 húlu］（なでる・さする）

という北方方言があるので，それと関係があるかもしれません。
zhäng zhäng のほうはきっと「成長する」という意味の［长

zhäng］でしょう。

　バタバタ，バタバタ飛んだ［döudöu, döudöu fëi］——赤ちゃん
をひざに乗せ，両手の人差し指をとって指先をツンツンと突き合

わせ döudöu, döudöu と言い，fëi と，e のところを長く伸ばして言
いながら指を左右に離します。［döu］は「震える」「振るう」「払
う」などの意味の［抖］で，fëi は［飞］（飛ぶ）。ちょうど鳥が羽
をバタバタさせ，パッと飛んでいくイメージを思い起こさせま
す。子供がこの動作を覚えたら，親子で向き合っていっしょに遊
びます。

にぎにぎ［náonao］——赤ちゃんの前で手を握ったり開いたり
してみせ，［náonao, náonao］と言います。そのうち子供は［náonao, 

náonao］と言うと片手を出してにぎにぎしてくれるようになりま
す。

おめめパッチリ［眼儿一个 yänr yí ge］——目をぎゅっとつぶ
ってからパッと開ける動作です。最初にお母さんがやってみせる
と，赤ちゃんがまねをするようになります。ハイハイではいずり
まわっていたころ，［京京，眼儿一个 Jïngjïng, yänr yí ge.］と言う
と目をパッチリしてくれました。

おててパチパチ［欢迎，欢迎 huãnyíng, huãnyíng］——赤ちゃ
んが上機嫌のときや，お客さんが来たときなど，こう言いながら
手をとって拍手をさせます。［欢迎］は「よろこんで受け入れる」
という意味で，来客に「よくいらっしゃいました」という気持ち
で言うほかに，［欢迎你唱个歌。Huãnyíng nœ chàng ge gë.］（ぜひあ

なたの歌を聞かせてくださいよ）というようにも使います。
　ですから［欢迎］で手をパチパチするのは，たんなる［拍拍手

pãipai shöu］（手をたたく）ではない，うれしいという気持ちを表
す動作なのです。
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❦遊び歌

　中国では子供が１歳ごろになると，親は遊び歌やわらべ歌を歌
って聞かせます。それは親から子へと代々伝えられていくもの。
私も京京が満 1 歳くらいになったころ，［童谣 tóngyáo］（わらべ歌）

を歌いながら遊ぶ遊びを教えました。この二つをご紹介しましょ
う。

　大きなノコギリ［拉大锯 lã dàjù］——子供と向き合って座り，
両手をつないで押したり引いたり，ノコギリを引く動作をしなが
ら歌います。

拉大锯，扯大锯，Lã dàjù, chå dàjù,

姥姥门儿上唱大戏。 läolao ménrshang chàng dàxì.

什么戏？ Shénme xì?

« 红灯记 » Hóngdëngjì

妈妈京京一起去。Mãma Jïngjïng yìqœ qù.

（ノコギリ引こう，ゴシゴシ引こう

おばあちゃんのお家で大芝居

出し物なあに

『紅灯記』

ママと京京でいっしょに行こう）

　『紅灯記』というのは，文化大革命のころ現代京劇の［样板戏

yàngbänxì］（模範劇）とされたもので，当時はこのほかに『白毛女』
をはじめ 8 本の模範劇があり，そればかりが上演されていました。
この歌は私の［姥姥］（母方の祖母）から教わったもので，［姥姥］
が子供の時代は『紅灯記』とは言っておらず，

拉大锯，扯大锯，Lã dàjù, chå dàjù,

姥姥门儿上唱大戏，läolao ménrshang chàng dàxì,

接姑娘，请女婿。jië gÆniang, qœng n xù.

小外孙也要去。XiäowàisÆn yå yào qù.

（ノコギリ引こう，ゴシゴシ引こう

おばあちゃんのお家で大芝居

お嫁さん迎えて，婿をとる

外孫までもが行きたがる）

　と言っていました。でも，後半の２句が［姥姥］の時代の内容
なので，私が韻に合わせて『紅灯記』にしたのです。この歌は 2

拍子で調子をとりながら歌います。各句の最後がそれぞれ［锯

jù］［戏 xì］［记 jì］［去 qù］とみな第 4 声でそろっています。最
後の［去 qù］で大きな声を出して手をグッと引っ張ると，子供
はキャーキャー言ってよろこびます。

あんよをからめて［盘脚面 pán jiäomiàn］——この遊びは 2 歳
くらいからできるようになります。ふつうは子供どうし数人で集
まって，大きなべッドや［炕 kàng］（オンドル）の上にまるくな
って座り，足を中心に向かって伸ばします。2 人しかいなければ
左右の足をたがい違いに組んで伸ばします。京京は日本にいたの
で，この遊びを私と 2 人でやりました。

盘盘盘脚面，Pán pán pán jiäomiàn,

脚面整，jiäomiàn zhång,

烙花饼，lào huãbœng,

花饼花，huãbœng huã,

一道茄子，yí dào qiézi,

两道瓜。liäng dào guã.

给谁吃？ Gåi shéi chï?

给你吃。Gåi nœ chï.

（あんよをからめて，からめましょう
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あんよをそろえて

お餅を焼いて

お餅ふっくら

最初はおナス

次はウリ

だれが食べるの

あなたが食べる）

　この歌は 2 拍子で歌います。1 拍子ごとに調子をとりながら，
足を 1 本ずつポンポンと上げては下ろします。右回りで進むな
らば右足を上げてから左足を上げ，次は隣の子が右足，左足の順
で上げていき，最後の［吃 chï］で上げた足を引っ込めるのです。
何度も繰り返し，最後に残った片足の持ち主が罰ゲームとして歌
を歌うとか，何かの芸をみんなに見せなくてはなりません。
　このような歌はほかにもたくさんあり，地方によってもいろい
ろです。北京に伝わる歌を一つ紹介しましょう。

小小子，坐门墩儿， Xiäoxiäozi, zuò méndÆnr,

哭着喊着要媳妇，kÆzhe hänzhe yào xífùr,

要媳妇干吗呀？ yào xífùr gàn má ya?

点灯，说话，拿尿盆儿。Diän dëng, shuõhuà, ná niàopénr.

（ぼくちゃん，敷居にえんちゃして

びいびい泣いてお嫁さんがほしい

お嫁さんもらってどうするの？

灯りをつけておしゃべりして，それからおまるを持ってくる）

　この歌は北京に生まれ育った人ならばみな知っています。
　ふつう中国語でメロディーのある歌を歌うと，声調がなくなっ
てしまいますが，［童谣］はだれかが作曲したものではなく，声
調を残したままです。ですから歌でもあり，詩でもあるわけです。
子供はこういう楽しい遊び歌が大好きです。中国の子供にとって

言葉を豊かにしていくとき歌は欠かせません。ちなみにこの歌を
音符に起こしてもらいました。音符に合わせ，拍子をとりながら
歌ってみてはいかがでしょうか。日本のみなさんは中国語を習い
始めのころ，よく首をタテヨコに振りながら声調を覚えようとし
ていますが，ときには首の振り方は合っているのに口で言ってい
るのは違っていたりして，なかなか感じがつかめないようです。
このように音楽として覚えるのも一つの方法ではありませんか。

ママにだっこされて，３歳のころ
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★「ハイ」と［欸］，「うん」と［嗯］

京京は日本の保育園でいろいろな日本の遊びを覚えました。1歳前後
に覚えたのは「いいお返事」と「バンザイ」という動作で，私にとって
も印象に残りました。「バンザイ」は両手をパッと上げる動作で，お遊び
だけでなく服を脱がせるときにも言うのでとてもおもしろいと思いまし
た。
　中国語にも［万岁 wànsuì］（万歳）という言葉がありますが，これは国
家の最高位者，つまり皇帝に対してのみ使う言葉で，それ以外の人には
決して使ってはならない言葉でした。文化大革命のころ，毛沢東主席に
向かって［万岁］が叫ばれましたが，以後は使われていません。日本語
の「バンザイ」は仕事が成功したときとか，だれかをお祝いするときとか，
いろいろな場面で使われ，同じ言葉なのに中国語の「万岁」とはずいぶ
ん違うものだなと感じたしだいです。
　「いいお返事」を覚えたのは 1歳の誕生日を迎えたころでした。「京ち
ゃーん」と呼ぶと，パッと小さな手を上げるのがとてもかわいらしかっ
たです。中国語には日本語の「ハイ」のようにオールマイティで使える
言葉がありません。名前を呼ばれてきちんと返事をするのは小学校に上
がってからで，先生から点呼のときに名前を呼ばれると，「来た」という
意味で右手を上げてこう答えます。

到 dào

　もっとも手を上げるのは小学校までで，中学になれば手は上げず，返
事だけになります。日本の小学校では授業中も「ハーイ，ハーイ」と言
って手を上げますが，中国の小学校では，右ひじをきちんと机の上につけ，
黙って手を上げるのが正式な方法です。なかには先生にさしてもらいた
くて，「見て，見て」というように，身を乗り出して手を高く上げる子供
もいますが，そういう子は注意されてしまいます。教室では静粛にしな
ければいけないというのが，中国での考えなのです。
　「ハイ」という返事は，日本の場合，おとなでも子供でも使い，呼ばれ
たときには相手に注意を向けたということ，話を聞いているときには，「ち
ゃんと聞いています」という意思を表すものですが，中国語ではそれぞ
れ言い方が違います。名前を呼ばれたときは，ふつう，こう答えます。

❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃ ❉ ❃

欸 ei

［欸］は，「ねえ」「ちょっと」と人に呼びかけるときにも使います。人
の話を聞いているときには，こう言って相づちを打ちます。

嗯 ng

これはすぐ近くで呼ばれたときにも使います。発音を日本語で書くと
「うん」になりますが，日本語は「ハイ」がいいお返事であるのとは逆に，
「うん」は悪いお返事になってしまい，目上の人に呼ばれて「うん」など
とは，失礼になるので言えません。けれど，中国語の［嗯］は決してそ
うではありません。相手の話に耳を傾けているという姿勢を示す感嘆詞
なのです。たとえば電話で打ち合わせなどをするときなど，

嗯，嗯，明白了。Ng, ng, míngbai le.
（ふん，ふん，わかりました）

嗯，嗯，好。知道了。Ng, ng, häo.  Zhïdao le.
（ふん，ふん，はい。了解しました）

と，こんなふうに話します。日本人の場合，日本語で「ハイ」と答え
る気持ちで，［是，是 shì, shì］と言う人がいますが，これは軍隊などで使
う固い言い方になってしまいます。中国語はもっと気持ちを楽に，くだ
けた感じにしてもいいのです。もしどうしても「ハイ」に相当する言葉
を探すとしたら，［好 häo］がいいかもしれません。ただ，日本語のよう
になんでも「ハイ，ハイ」と言ってしまうと，この人はなんでもいうこ
とを聞いてくれると思われてしまうでしょう。なぜなら中国語でイエス
マンのことを［好好先生 häohäo xiãnsheng］というからです。

２歳の京ちゃん

中国の子供はどう中国語を覚えるか【新装改訂版】 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-187-5
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事だけになります。日本の小学校では授業中も「ハーイ，ハーイ」と言
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黙って手を上げるのが正式な方法です。なかには先生にさしてもらいた
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「ハイ」という返事は，日本の場合，おとなでも子供でも使い，呼ばれ
たときには相手に注意を向けたということ，話を聞いているときには，「ち
ゃんと聞いています」という意思を表すものですが，中国語ではそれぞ
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❦初めての言葉は何語？

　赤ちゃんは 5 か月ごろになるとだんだん表情も豊かになり，言
葉は言えないけれども動作や声で意思表示をするようになりま
す。このころの京京は喃語（意味を持たない声）でアーアー，ウ
ーウー，ヤーヤといったおしゃべりをさかんにしていました。保
育園のお友達とひなたぼっこをしているとき，まるで会話をして
いるようにお友達に向かって何か言っていたり，ぬいぐるみを持
って「ウンウン，アーアー」と意味をなさないおしゃべりをした
りしながら遊んでいました。きっとお話がしたいという気持ちが
いっぱいだったのでしょう。
　7 か月で京京は保育園に入りました。そのころの私の日記や保
育園の保母さんが書いてくれた連絡帳を見ると，京京の心の発達
がよくわかります。

7月２日

（11か月）

保育園の大きな七夕飾りを見て「わーっ」と声を上げ
ていました。きっと「きれいだね」という気持ちだっ
たのでしょう。（連絡帳）

9月 12日

（1歳 1か月）

揺れる木馬が気に入って，ゆらゆら揺らしてあげると
大よろこびし，「もっともっと」と言っているようでし
た。（連絡帳）

10月 20日

（1歳 2か月）

京京想要东西的时候，就用手指着说：“这个”“那

个”（京京は何か物がほしいとき，指さして「これ」「あ
れ」と言う）（日記）

　日記には［说 shuõ］（言う）と書きましたが，実際は言ってい
るようなようすを示したということです。
　1 歳 3 か月のころは，お父さんのデスクにちょこんと座り，電
話の受話器を左手で持って頭の横に当てて，しきりに「アーウー」
とお話のまねをしていました。私たちが電話で話をしているよう

すを観察していたのです。京京が初めて意味のある言葉を発した
のは 8 か月を迎えたころでした。電車の中で隣に座った年配の
女性が「かわいいわね」と言いながら娘をあやしてくれたのです
が，その方が降りるとき，京京に向かって「バイバイ」と言い手
を振りました。すると思いもかけず，京京も手を振って「バイバ
イ」と言ったのです。これは私たちにとってうれしい出来事でし
た。
　それまでは，保育園の先生など，京京のまわりのおとなたちが

「バイバイ」と彼女に言い，私が手をとりバイバイの動作をさせ
ていましたが，自分で口にしたのは初めてだったのです。それか
らは，お父さんが出かけるときも，京京は自分から手を振って 

「バイバイ」を言うようになりました。……でもバイバイは中国
語ではありません。

バイバイの次は生後 9 か月のときに発した dada でした。ちょ
うどお父さんがあやしていたときのことです。

京京叫爸爸了！ Jïngjïng jiào bàba le!

（京京がパパと言ったよ）

　夫は大よろこびでしたが，ほんとうに京京が［爸爸］（お父さん）

のつもりで言ったのかどうか定かではありません。
子供は生後 7，8 か月のころから言葉を話したい意識が芽生え，

mm, mm, ma, mam, とか ba, bab, bab, bb, のような音を出しました。
その声を聞くと「さあ，言葉を話したぞ」と思うのが親心という
もの。私も［妈妈］と呼んでもらいたくて mãma の発音を一生懸
命教えました。そのとき歌ってやったのが，日本人の中国語学習
者にも有名な［绕口令 ràoköulìng］（早口言葉）の一つです。

妈妈骑马，马慢，妈妈骂马。Mãma qí mä, mä màn, mãma mà mä.

（ママがおウマさんにのったらおウマさんがおそくて，ママはお

ウマさんをしかった）

中国の子供はどう中国語を覚えるか【新装改訂版】 ためし読み → Webページへ
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す。このころの京京は喃語（意味を持たない声）でアーアー，ウ
ーウー，ヤーヤといったおしゃべりをさかんにしていました。保
育園のお友達とひなたぼっこをしているとき，まるで会話をして
いるようにお友達に向かって何か言っていたり，ぬいぐるみを持
って「ウンウン，アーアー」と意味をなさないおしゃべりをした
りしながら遊んでいました。きっとお話がしたいという気持ちが
いっぱいだったのでしょう。

7 か月で京京は保育園に入りました。そのころの私の日記や保
育園の保母さんが書いてくれた連絡帳を見ると，京京の心の発達
がよくわかります。

7月２日

（11か月）

保育園の大きな七夕飾りを見て「わーっ」と声を上げ
ていました。きっと「きれいだね」という気持ちだっ
たのでしょう。（連絡帳）

9月 12日

（1歳 1か月）

揺れる木馬が気に入って，ゆらゆら揺らしてあげると
大よろこびし，「もっともっと」と言っているようでし
た。（連絡帳）
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（1歳 2か月）

京京想要东西的时候，就用手指着说：“这个”“那

个”（京京は何か物がほしいとき，指さして「これ」「あ
れ」と言う）（日記）

日記には［说 shuõ］（言う）と書きましたが，実際は言ってい
るようなようすを示したということです。

1 歳 3 か月のころは，お父さんのデスクにちょこんと座り，電
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のは 8 か月を迎えたころでした。電車の中で隣に座った年配の
女性が「かわいいわね」と言いながら娘をあやしてくれたのです
が，その方が降りるとき，京京に向かって「バイバイ」と言い手
を振りました。すると思いもかけず，京京も手を振って「バイバ
イ」と言ったのです。これは私たちにとってうれしい出来事でし
た。
　それまでは，保育園の先生など，京京のまわりのおとなたちが

「バイバイ」と彼女に言い，私が手をとりバイバイの動作をさせ
ていましたが，自分で口にしたのは初めてだったのです。それか
らは，お父さんが出かけるときも，京京は自分から手を振って 

「バイバイ」を言うようになりました。……でもバイバイは中国
語ではありません。
　バイバイの次は生後 9 か月のときに発した dada でした。ちょ
うどお父さんがあやしていたときのことです。

京京叫爸爸了！ Jïngjïng jiào bàba le!

（京京がパパと言ったよ）

　夫は大よろこびでしたが，ほんとうに京京が［爸爸］（お父さん）

のつもりで言ったのかどうか定かではありません。
　子供は生後 7，8 か月のころから言葉を話したい意識が芽生え，
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　子供もおウマさんのようによつんばいでハイハイする時期，お
もしろがって聞くうち，［妈妈］が言えるようになるのです。京
京がはっきり mama と言ったのは 1 歳 1 か月のときでした。で
も京京の mama は，私には日本語のママに聞こえました。やっぱ
り日本にいるから日本語を先に覚えてしまうのかと思ったので
すが，なんと保育園の先生からは，「京ちゃんの言うママは中国
語の発音ですね」と言われてしまいました。保育園の先生はこん
なことも教えてくれました。お友達が彼女のエプロンをとった
ら，京京は怒ってその子を指さし，中国語で文句を言ったという
のです。まだ，「バイバイ」と mama しか言えない（もしかした
ら［爸爸］も）京京に，そんな長い言葉の言えるはずがありませ
ん。
　保母さんはまた「京ちゃんは中国語で歌を歌っています」とも
言っていました。いいえ，彼女はまだ歌詞のついた歌など歌えま
せん。これらが言葉らしく聞こえたというのなら，彼女はいった
い何語を話していたのでしょう。
　そのように京京は自分で勝手につくった言葉を一人でしゃべ
っていることがありました。外では日本語，家では中国語，ディ
ズニー・アニメの英語版ビデオもよく見ていました。子供にとっ
て自分の気持ちを表現できることはとても楽しいことなのです。
京京はきっと，話をしたい気持ちが泉のようにわいてきて，中国
語でも日本語でもそれをじゅうぶんに使うことができないので，
思わず自分だけの言葉を創作してしまったのでしょう。
　語学をマスターするための第一歩は耳をすまして聞くこと，次
は話をしたい，気持ちを伝えたいという欲求を持つことかもしれ
ません。

❦みんなが覚えた「おしっこ」

京京は 1 歳 11 か月，つまりもうすぐ満 2 歳になるころに北京
に帰り，半年間を私の実家である李家で過ごしました。この半年
が彼女の中国語の基礎を築くうえで重要であったことは言うま
でもありません。彼女の中国語の［听力 tïnglì］（聞いて理解する力）

は相応にできていましたが，話せる言葉は「だめ」「やだ」 

「かわいい」「食べる」「いる」「…ない」「おしっこ」「うんち」な
どの日本語ばかりでした。

しかし子供の言語能力はすばらしいもので，1 か月もすると周
囲の人から話しかけられる言葉もほとんどわかるようになり，話
もどんどん出てくるようになりました。ただ，最初に身につけた
日本語はどうしても中国語に変えることはできませんでした。な
かでも困ったのが「おしっこ」と「うんち」です。小さい子供に
とって排泄をおとなに知らせるこの単語はとても重要なもので
す。

中国語では［撒尿 sã niào］（小便をする），［拉屎 lã shœ］（大便を

する）といい，子供には［尿尿 niàoniao］（おしっこ）とか［哗哗

huãhua］（おしっこをする音の表現。シーシー），［ bäba］（うんち）

などと言わせます。家族はみんなで何度も［尿尿 niàoniao］と 

［ bäba］を教えたのですが，京京は覚えませんでした。私が
そばにいれば問題はないのですが，出かけるときは父母や妹など
がめんどうをみてくれるので，そのとき困ってしまうのです。
　毎日仕事に出かける私に代わり，足の悪い母に子供の世話をさ
せるのは酷だと思い，近所の［幼儿园 yòu’éryuán］（保育園）に入
れようと面接試験を受けたのですが，［尿尿］と［ ］が言え
ないということで断られてしまいました。結局，家族のほうが 

「おしっこ」と「うんち」という日本語を覚えることになったの
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　子供もおウマさんのようによつんばいでハイハイする時期，お
もしろがって聞くうち，［妈妈］が言えるようになるのです。京
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囲の人から話しかけられる言葉もほとんどわかるようになり，話
もどんどん出てくるようになりました。ただ，最初に身につけた
日本語はどうしても中国語に変えることはできませんでした。な
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とって排泄をおとなに知らせるこの単語はとても重要なもので
す。
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する）といい，子供には［尿尿 niàoniao］（おしっこ）とか［哗哗

huãhua］（おしっこをする音の表現。シーシー），［ bäba］（うんち）

などと言わせます。家族はみんなで何度も［尿尿 niàoniao］と 

［ bäba］を教えたのですが，京京は覚えませんでした。私が
そばにいれば問題はないのですが，出かけるときは父母や妹など
がめんどうをみてくれるので，そのとき困ってしまうのです。
　毎日仕事に出かける私に代わり，足の悪い母に子供の世話をさ
せるのは酷だと思い，近所の［幼儿园 yòu’éryuán］（保育園）に入
れようと面接試験を受けたのですが，［尿尿］と［ ］が言え
ないということで断られてしまいました。結局，家族のほうが 

「おしっこ」と「うんち」という日本語を覚えることになったの
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です。それはこんな出来事がきっかけでした。
　あるとき，母が京京を［小推车 xiäotuïchë］（うば車。籐製で車輪

が四つついているもの）に乗せて公園に遊びに連れていってくれま
した。その帰り道，買物から帰る近所の人と会ったので，京京を
うば車ごとそのおばさんに預けて先に帰ってもらい，自分は買物
に行ってしまいました。近所づきあいをよくする中国では，こう
いうことは当たり前で，おばさんもよろこんで引き受けてくれま
した。おばさんにうば車を押してもらって帰る道，京京は急にお
しっこがしたくなってしまいました。彼女は日本語の全然わから
ない［奶奶 näinai］（子供が年配の女性に対して使う呼称）に向かって，

「おしっこ！」
　と叫びました。でも［奶奶］には通じません。

「おしっこ！　おしっこ！」
　京京は立ち上がって叫びましたが，おばさんは「何を言ってい
るのだろう」と京京の顔をのぞきこみながらも，そのまま車を押
して歩いています。
　とうとう京京はがまんできずにおもらししてしまい，ズボンも
うば車もぬらしてしまいました。家に着き，私の顔を見ても京京
はポロポロ涙をこぼしながら「おしっこ，おしっこ」と叫んでい
ました。
　「私，おばあちゃんにおしっこしたいって言ったの。でもおば
あちゃんはわからなくて，だからおもらししちゃったの。どうし
て私の言うことがわからなかったの？」
　京京はきっとそう私に訴えていたにちがいありません。
　それから「おしっこ」と「うんち」という二つの日本語は，私
の家族ばかりでなく，ご近所のみなさんも覚えるようになりまし
た。

❦おしめより股割れズボン̶̶开裆裤

　中国へ行ったことのある方は，小さな子供が股の割れたズボン
をはいているのを見たことがあると思います。あれは［开裆裤

kãidãngkù］という子供用のズボンで，そのまましゃがめばお尻
が出て，ズボンを脱ぐ手間がなく排泄できるようになっているも
のです。

京京は帰国したばかりのころはまだおしめをしていましたが，
母は「いつまでもおしめをしているのはよくない」と言って，す
ぐに［开裆裤］をはかせてしまいました。中国人の考え方で，お
むつをつけていると悪い「気」が体に入るからよくないというの
です。なんの科学的根拠はないのですが，長いあいだの習慣で，
私も，もう歩けるようになった子供がおしめをしているのを見る
と「よろしくない」と思ってしまいます。

もう一つ日本にはない習慣に，［剃胎毛 tì tãimáo］があります。
これは赤ちゃんが生まれたあと［胎毛 tãimáo］（お母さんのおなか

の中から持ってきた髪）をすっかりそって丸坊主にし，新しい髪を
生えさせるという習慣です。

子供は，男女にかかわらず，満１歳になる前に髪をそります。
地方によっては［剃满月头 tì mänyuètóu］といって，生後１か月
でそるところもあります。これをすることで赤ちゃんの時代が終
わり，子供になったという感じがします。中国へ行けば，丸坊主
の女の子や，一部の毛を残してすっかりそっている男の子をよく
見かけるはずです。男の子が一部の髪を残すのは，男の子が家族
の血統を継ぐ正当な後継者で，残した髪はその「根」（ルーツ）
の象徴だと言われ，また，男の子は女の子にくらべて体が弱く，
昔は成人する前に亡くなることが多かったため，髪を伸ばして女
の子のようにして健康を願ったという説もあります。
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いうことは当たり前で，おばさんもよろこんで引き受けてくれま
した。おばさんにうば車を押してもらって帰る道，京京は急にお
しっこがしたくなってしまいました。彼女は日本語の全然わから
ない［奶奶 näinai］（子供が年配の女性に対して使う呼称）に向かって，

「おしっこ！」
　と叫びました。でも［奶奶］には通じません。

「おしっこ！　おしっこ！」
　京京は立ち上がって叫びましたが，おばさんは「何を言ってい
るのだろう」と京京の顔をのぞきこみながらも，そのまま車を押
して歩いています。
　とうとう京京はがまんできずにおもらししてしまい，ズボンも
うば車もぬらしてしまいました。家に着き，私の顔を見ても京京
はポロポロ涙をこぼしながら「おしっこ，おしっこ」と叫んでい
ました。
「私，おばあちゃんにおしっこしたいって言ったの。でもおば

あちゃんはわからなくて，だからおもらししちゃったの。どうし
て私の言うことがわからなかったの？」
　京京はきっとそう私に訴えていたにちがいありません。
　それから「おしっこ」と「うんち」という二つの日本語は，私
の家族ばかりでなく，ご近所のみなさんも覚えるようになりまし
た。

❦おしめより股割れズボン̶̶开裆裤

　中国へ行ったことのある方は，小さな子供が股の割れたズボン
をはいているのを見たことがあると思います。あれは［开裆裤

kãidãngkù］という子供用のズボンで，そのまましゃがめばお尻
が出て，ズボンを脱ぐ手間がなく排泄できるようになっているも
のです。
　京京は帰国したばかりのころはまだおしめをしていましたが，
母は「いつまでもおしめをしているのはよくない」と言って，す
ぐに［开裆裤］をはかせてしまいました。中国人の考え方で，お
むつをつけていると悪い「気」が体に入るからよくないというの
です。なんの科学的根拠はないのですが，長いあいだの習慣で，
私も，もう歩けるようになった子供がおしめをしているのを見る
と「よろしくない」と思ってしまいます。
　もう一つ日本にはない習慣に，［剃胎毛 tì tãimáo］があります。
これは赤ちゃんが生まれたあと［胎毛 tãimáo］（お母さんのおなか

の中から持ってきた髪）をすっかりそって丸坊主にし，新しい髪を
生えさせるという習慣です。
　子供は，男女にかかわらず，満１歳になる前に髪をそります。
地方によっては［剃满月头 tì mänyuètóu］といって，生後１か月
でそるところもあります。これをすることで赤ちゃんの時代が終
わり，子供になったという感じがします。中国へ行けば，丸坊主
の女の子や，一部の毛を残してすっかりそっている男の子をよく
見かけるはずです。男の子が一部の髪を残すのは，男の子が家族
の血統を継ぐ正当な後継者で，残した髪はその「根」（ルーツ）
の象徴だと言われ，また，男の子は女の子にくらべて体が弱く，
昔は成人する前に亡くなることが多かったため，髪を伸ばして女
の子のようにして健康を願ったという説もあります。
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　日本ではこういうことをしませんが，私などは［胎毛］をいつ
までもそのままにしておくのは，どうも気持ちが悪いと感じてし
まいます。

❦子供のあいさつと家族の呼び名

　さて，北京に帰ったばかりのころ，京京の中国語の訓練のスタ
ートとして，まずあいさつを教えました。日本であいさつといえ
ば，おとなも子供も「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」と
言いますが，中国では違っています。
　子供は相手に対し，その人にふさわしい呼称をもって呼びかけ
ます。つまり子供にとって自分のおじいさんやおばあさんにあた
る年の人か，おじさん，おばさん，お兄さん，お姉さんにあたる
年の人かを教えて，そのように呼びかけさせるのです。それによ
って親しみのこもったあいさつになります。
　たとえば，私が京京を連れて学生時代の女性の友人に会ったと
きにはこうします。

京京，叫阿姨。Jïngjïng, jiào ãyí.（京京，おばさんとお呼びしなさい）

　すると京京は相手の顔を見て言います。
阿姨！ Ãyí!（おばさん）

子供にこう言われれば友人はとてもよろこんでくれます。も
し，私の母くらいの年の女性に会ったら，

妈妈：京京，叫奶奶。Jïngjïng, jiào näinai.

京京：奶奶！ Näinai!

　こう言われて目を細めない人はいません。［阿姨］［奶奶］とい
った言葉は，家族に対して呼びかける言葉と同じで，それを他人
にあいさつとして使うことにより，自分にとって［辈 bèi］（家族

の長幼の順）のどの地位にあたるのかを示し，年長に対する敬い
の気持ちを表現するのです。
　もし，子供がきちんとあいさつをしないで「うーん」とか「あ
ーん」とかいってもじもじしていると，相手に［不礼貌 bù 

lœmào］（失礼）になり，
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　日本ではこういうことをしませんが，私などは［胎毛］をいつ
までもそのままにしておくのは，どうも気持ちが悪いと感じてし
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きにはこうします。

京京，叫阿姨。Jïngjïng, jiào ãyí.（京京，おばさんとお呼びしなさい）

　すると京京は相手の顔を見て言います。
阿姨！ Ãyí!（おばさん）

　子供にこう言われれば友人はとてもよろこんでくれます。も
し，私の母くらいの年の女性に会ったら，

妈妈：京京，叫奶奶。Jïngjïng, jiào näinai.

京京：奶奶！ Näinai!

　こう言われて目を細めない人はいません。［阿姨］［奶奶］とい
った言葉は，家族に対して呼びかける言葉と同じで，それを他人
にあいさつとして使うことにより，自分にとって［辈 bèi］（家族

の長幼の順）のどの地位にあたるのかを示し，年長に対する敬い
の気持ちを表現するのです。
　もし，子供がきちんとあいさつをしないで「うーん」とか「あ
ーん」とかいってもじもじしていると，相手に［不礼貌 bù

lœmào］（失礼）になり，
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这个孩子没有家教。Zhège háizi méiyöu jiãjiào.

（この子はしつけされていない）

　と思われてしまいます。
　でも，日本で独身女性に向かって京京に「おばさん」と呼ばせ
たら，気を悪くさせてしまいます。日本人はいつでも若く呼ばれ
ることをよろこぶので，若い女性にはとりあえず「お姉さん」と
呼ばせるしかありません。
　同じように，もし中国で私と同年輩の友人に［姐姐 jiåjie］（お

姉さん）とか［哥哥 gëge］（お兄さん）と呼ばせたら，［不礼貌］を
通りこして［让他（她）生气 ràng tã shëngqì］（相手を怒らせる）こ
とになるでしょう。つまり，2 歳の京京が私の友人を［姐姐］と
呼んだとたんに，その人は京京の姉になり，私の子供の格になっ
てしまうからです。

那，我不成了你的孩子了吗？ Nà, wö bù chéngle nœ de háizi le ma?

（じゃ，私はあなたの子供っていうわけ？）

　と言われることまちがいなし。それは，相手のメンツを最も傷
つけることだから。そんなことになったら，いままでの友情もぶ
ちこわしです。
　母には彼女が［叔叔 shÆshu］（おじさん）と呼んでいる親戚がい
ます。その人は母の祖父の弟の子で，母の親の世代にあたる人で
すが，年は母と同じくらいです。その人のことを父も母にならっ
て［叔叔］と呼ぶので，小さいころ私は，なぜ父が自分より年下
の人をおじさんと呼ぶのか不思議に思っていました。こういう呼
びかけは，実際の年齢ではなく，世代に基づいているのです。こ
んなふうに，中国人は［辈］（世代）にとてもこだわりを持って
います。
　京京が人を呼ぶ場合，相手が年上の子供ならば［哥哥 gëge］（お

兄さん）か［姐姐 jiåjie］（お姉さん），年下ならば［弟弟 dìdi］（弟）

か［妹妹 mèimei］（妹），親の世代ならば［叔叔 shÆshu］（おじさん）

か［阿姨 ãyí］（おばさん），祖父母の世代ならば［爷爷 yéye］（お

じいさん）か［奶奶 näinai］（おばあさん）となります。
子供から［阿姨］［奶奶］と言われても，どうぞ気を悪くしな

いでください。これらの呼称には決して「老いて醜い」という意
味は入っていません。［辈］の上位の名称で呼ばれることは尊敬
されていることを表し，また自分より若い人を［辈］の下位の名
称で呼ぶことは親しみといつくしみを表すことなのです。

❦丁星おじさんが名前で呼ばれるわけ

　北京には京京の家が二つあります。一つは私の夫の実家，汪家，
もう一つは私の実家の李家です。京京は汪家にとっては内孫です
が，彼女が小さいころは彼が日本で仕事をしていて不在だったた
め，私の実家が彼女のおもな住まいになりました。
　家は，私の両親がともに中国鉄道部内の職場に勤務していたの
で，鉄道部所有の団地内にあります。敷地は周囲を壁でかこまれ，
中は日本の団地のようにいくつもの棟が建っています。このよう
な生活を［大院生活 dàyuàn shënghuó］といい，大家族が同居す
る伝統的な［四合院 sìhéyuàn］の生活とは違っています。
［四合院］の生活は，［平房 píngfáng］と呼ばれる夫婦単位の 1

家族ごとに建物や部屋を別にし，全体で建物群を形成し，敷地内
には血縁者ばかりが居住します。［大院生活］は，日本の社宅と
か団地の生活に似ていますが，家族のつながりの強い中国では，
別のところに住んでいる家族がしじゅう出入りします。うちも私
の両親のほかに，姉妹やその家族たちが出入りし，泊まっていっ
たりします。

京京が滞在していたころには，ちょうど私の［大姐 dàjiå］（京
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京にとっては［大姨 dàyí］）の子の［大

虎 DàhŒ］が夏休みで預けられていた
ので，京京のよき中国語の師になっ
てくれました。大虎は京京の［表哥

biäogë］（姓の異なるいとこ）にあたり，
彼のことは［哥哥］と呼ばなくては
なりません。

京京，叫我哥哥。不叫哥哥，我就不跟你玩儿。
Jïngjïng, jiào wö gëge.  Bú jiào gëge, wö jiù bù gën nœ wánr.

（京京，ぼくのことお兄ちゃんと呼びな。お兄ちゃんと呼ばない

と遊んであげないよ）

你要吃这块糖，就得叫哥哥，不叫我哥哥就不给你。
Nœ yào chï zhè kuài táng, jiù dåi jiào gëge, bú jiào wö gëge jiù bù gåi nœ.

（このアメが食べたいんだったら，お兄ちゃんって言わなきゃだ

めだよ。お兄ちゃんって呼ぶまであげないからね）

　そうやって彼は自分をどう呼んだらいいのか教えたのです。京
京が会って覚えた人々は［哥哥］のほかにこれらの家族がいます。
　［爷爷］［奶奶］：父方の祖父母。
　［老爷 läoye］［姥姥 läolao］：母方の
祖父母。
　［ 大 姨 dàyí］［ 二 姨 èryí］［ 小 姨

xiäoyí］：すべておば（私のいちばん
上の姉と次の姉，そして妹）。［大姨］
と［二姨］はアメリカで生活してい
るので，当時あまり会っていませんでしたが，［小姨］にはよく
めんどうをみてもらいました。
　［大大 dàda］：私のいちばん上の姉の夫のことで，京京のおじ
にあたる人。京京にとっては［大姨］の夫にあたる人は［姨夫

yífu］と呼ばなくてはなりませんが，発音しにくかったので，大
虎が，彼の［堂弟 tángdì］（姓を同じくするいとこ。父の弟の息子）

が自分の父のことをそう呼んでいるのにならって，京京に教えた
のでした。
［大大］は北京とニューヨークを往復する生活をしていて，こ

のときは北京に来ていました。［大大］は子供好きで，京京のこ
とを娘のようにかわいがってくれました。［大大，抱抱。Dàda, 

bàobao.］（おじさん，だっこ）と言えば大きな手でしっかり抱き上
げてくれるし，お菓子も買ってくれる。京京は［大大］がいちば
ん好きでした。
　わが家に出入りし，京京と顔を会わせる家族の中で，ただ一人
血縁関係の呼び名で呼ばれず，名前で呼ばれている人がいまし
た。それは［小姨］の夫の［丁星 Dïng Xïng］です。丁星は私た
ちとはちょっと違ったタイプの人で，冗談を言ってもめったに笑
わず，なんとなく浮いた存在でした。彼は［姨夫］とも，［姑爷

gÆye］（妻の実家から娘婿に対する呼称）とも呼ばれず，みんなに［丁

星，丁星］と本名で呼ばれていました。愛想のない彼はいつもど
ことなく暗い顔をし，小さな子供の前でもしかめっつらをくずし
ません。それが子供に異様さを感じさせました。京京は丁星と出
会って［怕 pà］（こわい）という言葉を覚えました。丁星がやっ
てくると京京は，

丁星来了！ 丁星来了！　妈妈，我怕。
Dïng Xïng lái le!  Dïng Xïng lái le!  Mãma, wö pà.

（丁星が来た，丁星が来た！　ママ，こわい）

　と言ってかけこんできます。こんなに子供に嫌われていて，自
分の子供ができたらどうするのだろうと心配していたのですが，
彼と私の妹のあいだに［小叮当 Xiäodïngdãng］が生まれてから，
ずいぶん性格が明るくなりました。

大虎（左）と京ちゃん（２歳）

［爷爷］［奶奶］と京ちゃん
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❦［你好］はたまにしか言わない

　外国人が中国語を学ぶとき，まず最初に［你好。Nœ häo.］とい
うあいさつの言葉を覚えます。ほかにも［早上好。Zäoshang häo.］

（おはようございます）や［晚上好。Wänshang häo.］（こんばんは）

などを覚えますが，実際，毎日のように顔をあわせる隣近所の人
や職場の同僚などとは，こうしたあいさつはあまり言いません。
　日本では毎日人と会うたびに「こんにちは」「おはようござい
ます」などと言いますが，日本語と同じようにたびたび言うと少
し違和感があります。とくに［你好］は，わりあいに改まった場
面で使う言葉なのです。
　中国で発行されている中国語入門のテキストを見ると，［你好］
は英語で How do you do? と訳されているものがあります。この
訳が［你好］のすべてではありませんが，たしかにこの言葉は
How do you do? ほど改まった感じがあり，初めて会ったとき，
しばらくぶりで会ったとき，目上の人と会ったときなどに使いま
す。
　また，手紙の冒頭にも「ご機嫌いかがですか」とか「お元気で
すか」などの気持ちをこめて［你好。］とか［您好。Nín häo.］と
書きます。複数の相手に向かって言う［你们好。Nœmen häo.］（み

なさん，こんにちは）も，聴衆を前に壇上で立って話すようなとき，
最初のあいさつとして使います。それでは中国人は日常どんな言
葉を交わしているのかというと，その場その場で違った言葉をか
け，［你好］に代わる，いわば略式のあいさつをしています。
　たとえば，朝，張さんが仕事に出かけていくところを私が見か
けたとすれば，こんな会話になります。

李：上班去 ?　Shàngbãn qù?

 （これから仕事？）

张：啊，上班去。À, shàngbãn qù.（ええ，そう）

　夕方，仕事の帰りのようだったら，
李：下班啦？ Xiàbãn la?（仕事の帰り？）

张：下班啦。Xiàbãn la.（そうなんだ）

　私が休みの日に出かけるとき，張さんと会えば，
张： ，出去呀？ Éi, chÆqu ya?（やあ，李さん，お出かけ？）

李：啊，出去。À, chÆqu.（ええ）

となります。ときには［去哪儿呀？ Qù när ya?］（どちらまで？）

と聞かれることもありますが，そういう場合は［出去一下。

ChÆqu yíxià.］（ちょっとそこまで）と答えます。これは日本と同じ
感覚です。
　外出の場面でなく，おたがい普段着で同じ団地内で会ったとき
などは，

吃饭了吗？ Chï fàn le ma?（ご飯はすんだの？）

吃了？ Chï le?（食べた？）

　などと聞きます。その返事は，食後ならば［吃了。］（すみました），
まだだったら［还没吃呢。Hái méi chï ne.］（これからよ）とか［没呢。

Méi ne.］（まだよ）となります。
　以前，欧米の人から，中国人はなぜ会っていきなりこんなこと
を聞くのかと質問されたことがあります。人が食べたろうが，食
べてなかろうがなんの関係があるのかというのです。また，彼ら
の考えからすると，おなかをすかせている友人がいたら用意して
やらなくてはならないと思うので，まだのとき［还没吃呢。］と
答えたら相手に気を使わせることになると心配してしまうので
す。でも，これはたんなる「やあ」「こんにちは」といった程度
のあいさつですので，まだだと答えたからといって，中国人はべ
つになんとも思いません。
　日常のあいさつはとても簡単なのです。日本では職場でも毎日

中国の子供はどう中国語を覚えるか【新装改訂版】 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-187-5


�6 �7

第 1 章　発音・あいさつ言葉・名詞

❦［你好］はたまにしか言わない

　外国人が中国語を学ぶとき，まず最初に［你好。Nœ häo.］とい
うあいさつの言葉を覚えます。ほかにも［早上好。Zäoshang häo.］

（おはようございます）や［晚上好。Wänshang häo.］（こんばんは）

などを覚えますが，実際，毎日のように顔をあわせる隣近所の人
や職場の同僚などとは，こうしたあいさつはあまり言いません。

日本では毎日人と会うたびに「こんにちは」「おはようござい
ます」などと言いますが，日本語と同じようにたびたび言うと少
し違和感があります。とくに［你好］は，わりあいに改まった場
面で使う言葉なのです。
　中国で発行されている中国語入門のテキストを見ると，［你好］
は英語で How do you do? と訳されているものがあります。この
訳が［你好］のすべてではありませんが，たしかにこの言葉は
How do you do? ほど改まった感じがあり，初めて会ったとき，
しばらくぶりで会ったとき，目上の人と会ったときなどに使いま
す。
　また，手紙の冒頭にも「ご機嫌いかがですか」とか「お元気で
すか」などの気持ちをこめて［你好。］とか［您好。Nín häo.］と
書きます。複数の相手に向かって言う［你们好。Nœmen häo.］（み

なさん，こんにちは）も，聴衆を前に壇上で立って話すようなとき，
最初のあいさつとして使います。それでは中国人は日常どんな言
葉を交わしているのかというと，その場その場で違った言葉をか
け，［你好］に代わる，いわば略式のあいさつをしています。
　たとえば，朝，張さんが仕事に出かけていくところを私が見か
けたとすれば，こんな会話になります。

李：上班去 ?　Shàngbãn qù?

（これから仕事？）

张：啊，上班去。À, shàngbãn qù.（ええ，そう）

　夕方，仕事の帰りのようだったら，
李：下班啦？ Xiàbãn la?（仕事の帰り？）

张：下班啦。Xiàbãn la.（そうなんだ）

　私が休みの日に出かけるとき，張さんと会えば，
张： ，出去呀？ Éi, chÆqu ya?（やあ，李さん，お出かけ？）

李：啊，出去。À, chÆqu.（ええ）

　となります。ときには［去哪儿呀？ Qù när ya?］（どちらまで？）

と聞かれることもありますが，そういう場合は［出去一下。

ChÆqu yíxià.］（ちょっとそこまで）と答えます。これは日本と同じ
感覚です。
　外出の場面でなく，おたがい普段着で同じ団地内で会ったとき
などは，

吃饭了吗？ Chï fàn le ma?（ご飯はすんだの？）

吃了？ Chï le?（食べた？）

　などと聞きます。その返事は，食後ならば［吃了。］（すみました），
まだだったら［还没吃呢。Hái méi chï ne.］（これからよ）とか［没呢。

Méi ne.］（まだよ）となります。
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　日常のあいさつはとても簡単なのです。日本では職場でも毎日

中国の子供はどう中国語を覚えるか【新装改訂版】 ためし読み → Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-187-5


�8 �9

第 1 章　発音・あいさつ言葉・名詞

いっしょに働いている同僚や上司とのあいだで「お先に」「ご苦
労さま」と言い合い，ご飯を食べるときには「いただきます」と
言うように決まった言葉が使われていますが，中国語にはそれに
対応できる言葉がありません。このような礼儀正しい習慣はとて
もすばらしいと思います。けれど，中国人は，堅苦しいあいさつ
をするよりも親しさを深めることこそ大事だと考えます。
　そうはいっても，このごろ［吃饭了吗？］［吃了没有？］と言
う人が減ってきています。若い人のあいだでは［先生，您好。

Xiãnsheng, nín häo.］［小姐，你好。Xiäojiå, ní häo.］などと言うの
がおしゃれなあいさつとして使われています。
　ある年，北京に帰ったとき，子供のころから見知っている近所
の人に［您好 !］と言われてしまいました。同じ人が私の母には 

［吃了没有？］と言っているのです。
嫁出去的姑娘，泼出去的水。
Jiàchuqu de gÆniang, põchuqu de shuœ.

（嫁に行った娘はこぼした水と同じ）

　近所の人の目に，私はもうよその人として映るのでしょうか。
なんだかさみしい気持ちがしてきます。

❦京京は名詞を逆にした

　耳をすまして親の話しかける言葉を聞いていくうち，赤ちゃん
はいろいろな言葉を理解していくようになります。そのなかでも
物の名称を覚えることは，動作の言葉よりも早いように思いま
す。京京は 3 か月で［表］［电视］が何であるか理解し，1 歳で
それが言えるようになりました。発音は不安定でしたが，これく
らいの名詞を言うことができました。

妈妈 mãma 爸爸 bàba 大表 dàbiäo

电视 diànshì 电话 diànhuà 碗 wän

肉肉 ròurou（お肉） 狗狗 göugou（ワンちゃん）

猫咪 mãomï（猫ちゃん） 花花 huãhua（お花）

娃娃 wáwa（お人形さん） 嘀嘀 dïdi（ブーブー，車のこと）

牛牛 niúniu（おっぱい。これは私と京京とのあいだでしか通じない

言葉で，ふつうは［奶 näi］と言います）

こうしてみると，ほとんど 2 音節の言葉ばかりであることに
気づかれると思います。2 音節言葉が中国語の幼児語になるので
す。京京はミルクがほしいときには補乳瓶をさして「牛奶」では
なく［牛牛］と言い，干し肉が食べたいときは［肉肉］と言いま
した。私のほうから物の名前を尋ねれば，ちゃんと答えられるよ
うにもなりました。外へ散歩に行き，犬を見つけると，こういう
会話をしていました。

妈妈：京京，那是什么？
Jïngjïng, nà shì shénme?

（京京，あれはなあに）

京京：狗狗！ Göugou!
（ワンちゃん）

　こうして 2 歳をすぎると，名詞の数は増えていき，［嘀嘀］は［车

chë］へ，［花花］は［花儿］，「狗狗」は「小狗」へと，おとなと
同じ単語になっていきます。ところがそのころ京京には，2 音節
の単語の前後を逆に覚えてしまうという，不思議な現象がありま
した。たとえば［沙发 shãfã］という言葉。周囲のおとなはみん
な［沙发］としか言っていないのに，京京に限って，

妈妈，我坐发沙
4 4

上看电视。
Mãma, wö zuò fãshãshang kàn diànshì.

（ママ，私フ
・
ァソ

4

でテレビ見る）

などと言うのです。［灯泡 dëngpào］もそうでした。あるとき
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彼女はいたずらをしてベッドの横のランプシェードの電球をく
るくる回してぬき取って背中に隠し，わざと私にこう聞きました。

妈妈，泡灯
4 4

呢？
Mãma, pàodëng ne?

（ママ，球電
4 4

は？）

　私は pàodëng がわからず，彼女が何を質問したのかととまどい
ました。すると彼女はニヤッと笑い，［你看！ Nœ kàn!］（ほら！）

と言って得意げに電球をさしだしたのです。そのときになって，
やっと pàodëng が［灯泡］のこととわかりました。
　［袋鼠 dàishŒ］（カンガルー）のことを［鼠袋

4 4

］と言ったことも
ありました。そのときは笑いだしてしまい，不思議がる京京に逆
だよと教えたら，彼女も笑っていました。日本人の子供もカラダ

（体）をカダラと言ってしまうという，似たような現象があるそ
うですが，おもしろい現象ですね。

❦私のおなかには階段がついている̶̶体の部分の名称

　親子のふれあいの中で，体の部分の名称も自然に覚えていきま
す。［眼儿一个］で［眼睛 yänjing］を覚えたことはお話ししまし
たが，3 歳になるまでに［脸 liän］（顔）の部分ではこれらを覚え
ました。

鼻子 bízi（鼻） 嘴 zuœ（口） 牙 yá（歯）

耳朵 årduo（耳） 头发 tóufa（髪の毛）

眉毛 méimao（眉毛）

　手の部分はこれだけです。
手 shöu（手） 手指 shöuzhœ（指） 指甲 zhï[zhœ]jia（爪）

　日本では 5 本の指を「お父さん指」「お母さん指」のように名
称をつけて遊びながら覚えていきますが，中国語にはそういう表

現がありません。［大姆指 dàmuzhœ］（親指），［食指 shízhœ］（人差し

指），［中指 zhõngzhœ］（中指），［无名指 wúmíngzhœ］（薬指），［小姆

指 xiäomuzhœ］（小指）という単語はおとなのもので，３歳ごろの
京京はせいぜい［大姆指］［小姆指］が聞いてわかる程度でした。
体の部分で彼女が覚えているのはこれくらいでした。

胳膊 gëbo（腕） 腿 tuœ（足）

脚 jiäo（足首から下の足）

肚子 dùzi（おなか） 肚脐儿 dùqír（おへそ）

屁股 pìgu（お尻）

［肚子］はおなかが痛いときに覚えました。［屁股］は，うんち
をしたとき［妈妈，擦屁股。Mãma, cã pìgu.］（ママ，お尻ふいて）

と言って使いますが，ふだんはあまり口にしません。
　日本では「お尻」という単語を子供がよく使いますし，保育園
でも「京ちゃんはお尻ふりふり，ダンスがじょうずね」などと言
って保母さんが自然に使っています。でも中国人にとって［屁股］
という言葉はあまり口にすべきでない，避けたい単語です。3 歳
のとき，京京はお風呂に入っていて，あることに気づき，言いま
した。

妈妈，京京的肚子里有かいだん。
Mãma, Jïngjïng de dùzili yöu kaidan.

　私がなんのことだろうと思っていると，
かいだん中文怎么说？
Kaidan Zhõngwén zånme shuõ?

　と聞くので，［台阶 táijië］だと答えると，
你看，京京肚子里有台阶。
Nœ kàn, Jïngjïng dùzili yöu táijië.

（見て，京京のおなかに階段がある）

と言い，自分の［肋骨 lègŒ］（肋骨）を指さしました。京京が
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胸をそらすとデコボコした［肋骨］が出てきます。彼女には階段
に見えたのです。さて，だれがそこを登るのでしょうね。

❦男女の体の違い

　子供は 3，4 歳になると男女の体の違いに気づくようになりま
す。京京も保育園で服を着替えたりするうち，男の子は［鸡鸡

jïji］（オチンチン）を持っていることを知りました。彼女は女の子
の性器を表す［ bï］は知りません。中国人と日本人とでは，性
に対する観念がずいぶん違うと私は感じています。日本の保育園
の保母さんは，性教育の初段階として女の子もお父さんといっし
ょにお風呂に入り，体の違いについて教えるほうがいいと言うの
ですが，私たちはどうしても抵抗があってできませんでした。
　中国では，お父さんが娘をトイレに連れていくことはあって
も，3 歳をすぎて物心がつくようになったらお風呂には絶対いっ
しょに入りません。日本人の女性の友人に聞くと，小学校の低学
年までお父さんと入っていたと言います。
　中国では，だれに聞いても「小学生の娘がお父さんとお風呂に
入るなんてとんでもない」と言うでしょうし，私自身にもはだか
の父の姿の記憶はありません。夫が京京をお風呂に入れなくては
ならないことがあると，夫はパンツをはいて入ります。

★［爬］から［站］そして［能走］は畳のおかげ

　　三翻，六坐，八爬，十站，一岁走。

sãn fãn, liù zuò, bã pá, shí zhàn, yí suì zöu.

　これは赤ちゃんの成長を表したことわざです。

三翻 3か月で寝返り
六坐 6か月でお座り
八爬 8か月でハイハイ
十站 10か月で立っち
一岁走　満 1歳であんよする

日本では，「はえば立て，立てば歩めの親心」と言うそうですが，親の
子供に対する思いは変わらないもので，私たち夫婦も日に日に成長して
いく娘の姿を期待をこめて見つめていました。京京はこのことわざのと
おり，2か月ごろに首がすわり，3か月で寝返りできるようになり，8か
月ごろはひざを使ってじょうずにハイハイし，部屋の中を活発に動きま
わるようになりました。

9か月のころでした。台所で料理をつくっていたら，いつのまにかす
ぐうしろまではってきていて，［吓了我一大跳 xiàle wö yí dà tiào］（びっく
り仰天）したこともありました。
京京がこうやってハイハイで自由に動きまわれたのは，日本にいたお

かげなのです。じつは，最近の中国の都会の家では，赤ちゃんにはほと
んどハイハイをさせていません。なぜなら，中国の生活様式は，家の中
でも靴をはき，椅子に座り，ベッドに寝る生活だからです。昔はそれで
もハイハイさせていたのですが，一人っ子で大事に育てるようになり，
けがや手足の汚れなどを心配して［爬 pá］を省略するようになってしま
ったのです。したがって，赤ちゃんはずっとベッドの上で寝たり，立っ
ちしたりするだけです。
［十站，一岁走］の時期になると，赤ちゃんの活動はいっそう活発にな
り，うっかり目を離すとべッドから落ちて思わぬケガをしてしまいます。
そこで親はさっそく歩く訓練をさせることなります。赤ちゃんの両わき
を抱えて，床に下ろし，子供をつりさげるようにしながら歩かせるのです。
この時期，両親をはじめ，同居しているおとなたちは，毎日赤ちゃん
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の歩行練習のために疲れ果ててしまいます。［学步车 xuébùchë］（歩行器）
を使うこともありますが，歩く練習のためにはこのような器具もはずさ
なくてはできません。なにしろ数キロの体重の子供を支えながら，ずっ
と腰をかがめて歩かせるのですから大変です。
　この点，日本の畳の生活はとてもよいものでした。べッドから落ちる
心配もなく，手や足を汚したり，すりむいたりすることもなく，京京は
思う存分ハイハイすることができたのです。これはとても幸せなことで
した。脳の発達のためにも，健康な体をつくるためにも［爬］をたくさ
んしておくことは重要なことだと聞いています。
　やがて，京京は周囲のものにつかまって，自分から立ち上がるように
なりました。

　　京京站起来了！ Jïngjïng zhànqilai le!（京京立ち上がった）

　私たちにとっては大きなよろこびでした。京京自身も立てることがう
れしいらしく，何度もころんだり，尻もちをついたりしながらもキャッ
キャッと笑っては立ち上がることを繰り返していました。
ついにある日，京京は何もつかまらずに，すっくと一人で立ちました。

　　京京站住了！ Jïngjïng zhànzhu le!（京京しっかり立った）

　そして，自信に満ちて 1歩，2歩と足を動かしはじめたのです。

　　京京会走了！ Jïngjïng huì zöu le!（歩けるようになった）

　私たちは拍手喝釆しました。［刚才走了两步。Gãngcái zöu le liäng bù.］（さ
っき 2歩歩いた），［这次走了三步。Zhè cì zöu le sãn bù.］（今度は 3歩歩いた）
と言って，夫も京京が歩数を増やすたびよろこんでいました。
　立ち上がって 2か月ほどたったとき，もう 7，8歩は歩けるようにな
りました。1歳の誕生日を迎えるころには，歩くことに自信をつけ，保
育園でも家でも自由に歩きまわれるようになったのです。京京が親の手
を借りることなく自分で歩けるようになったのは，畳の生活のおかげです。
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動詞述語文・形容詞述語文

❦ 1歳半から 2歳は電報文の時期

　京京が動詞を言うようになったのは 1 歳 5 か月くらいからで
した。そのころには［开电视 kãi diànshì］（テレビをつける）と［关

电视 guãn diànshì］（テレビを消す）がどういうことかわかるように
なり，［香蕉皮扔在哪儿？ Xiãngjiãopí rëngzài när?］（バナナの皮は

どこに捨てるの？）と聞くと，バナナの皮を持ってゴミ箱に捨てに
行くようになりました。彼女は自分の口で何かを言うことはでき
なくても，［扔 rëng］（捨てる）という行為がどういうことなのか
わかったのです。
　子供が最初に覚え，そして使うようになる動詞はどうしても飲
食にかかわることになります。まず，親が子供にいろいろな動詞
を言いながら，行為と言葉を示していきます。たとえば，スプー
ンで離乳食を口に運んでやりながら，［吃吃。Chïchi.］（食べて）

と言います。コップに入れたミルクを手に渡して［拿拿。Nána.］
（持って）と言い，子供の手とコップを支えて口に運ばせ，［喝喝。

Hëhe.］（飲むのよ）と言うのです。
　おまるを使わせるときには，［坐盆儿盆儿。Zuò pénrpenr.］（お

まるに座って）とか［坐坐。Zuòzuo.］（座ってね）などと言います。
だっこしてやるときには［妈妈抱抱。Mãma bàobao.］（ママがだっ

こしてあげようね）と言って抱き上げ，テレビや絵本を見るときに
は［京京看看。Jïngjïng kànkan.］（京京，見ようね）とか，［看看电

视吧！ Kànkan diànshì ba!］（テレビ見ようね）と声をかけます。だ
っこはやめて自分で歩かせるときには，［走走。Zöuzou.］（あんよ
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してね）とか［我们走走。Wömen zöuzou.］（みんなで歩こうね）と
呼びかけます。そのころよく使った動詞をあげてみましょう。

吃吃 chïchi（食べる） 喝喝 hëhe（飲む）

拿拿 nána（持つ） 坐坐 zuòzuo（座る）

站站 zhànzhan（立つ） 抱抱 bàobao（抱く）

看看 kànkan（見る） 走走 zöuzou（行く）

　こうしてみると，動詞も名詞と同じようにすべて重ね型になっ
ています。子供はそれをまねして「…してほしい」「…したい」
という意志を示すときに動詞を言うようになります。

京京看看。Jïngjïng kànkan.（京京見るの）

京京玩儿玩儿。Jïngjïng wánrwanr.（京京遊ぶの）

吃吃，京京吃吃。Chïchi, Jïngjïng chïchi.（食べる，京京食べる）

　これは彼女が最初に話した完成された文章です。人名や人称代
名詞と動詞がついただけの簡単な文章ですが，中国語はこれだけ
で完成された動詞述語文になります。このような最もシンプルな
文は，おとなでもよく使います。たとえばだれかが中国全土の地
図を持ってきて「景徳鎮」はどこかと尋ねたら，私はまずこう言
うでしょう。

我看看。Wö kànkan.（ちょっと見せて）

　日本語は動詞にたくさんの活用形があって，話す内容によって
いろいろと変化させなくてはなりませんが，中国語にはそういう
ことがないので，こんなに単純な文でも立派な表現になるので
す。京京はだれかに何かをしてもらいたいとき，重ね型の動詞の
前にその人の呼び名をつけて，甘えた声で言いました。たとえば
北京のやさしいおじさん［大大］に甘えるときは，こう言ってい
ました。

大大抱抱。Dàda bàobao.（おじちゃん，だっこ）

私がよく［京京坐坐。］（京京，座って）と言うのを聞き，彼女
は［京京］を［妈妈］に置き換えて私にここに座ってねと言いま
した。

妈妈坐坐。Mãma zuòzuo.

　遠くから車が走ってくると，こう言って教えてくれました。
妈妈，嘀嘀来。Mãma, dïdi lái.（ママ，ブーブー来る）

このような表現は完成された文だとはいえ，たった 2，3 の単
語からしかなっていないので，あまり簡単すぎてその場にいない
とはっきりした意味はつかめません。このような文のことを［电

报句 diànbàojù］（電報文）と言います。漢字の国，中国での電報
は文字を［电码 diànmä］という通し番号に置き換えて送られま
すが，できるだけ短い文で内容を伝えるのは日本と同じです。
　たとえば出張などで遠方に行っている人に，急用が発生したか
らすぐ帰ってこいというときは，

急事，速归。Jí shì, sù guï.

（急用あり，すぐもどれ）

　となります。次の文はおわかりになるでしょうか。
母明 28次接。MŒ míng èrshibã cì jië.

お母さんが明日，28 番の列車で到着するから迎えに来いとい
う意味です。インターネット通信が当たり前になったいま，電報
は一般的ではなくなりましたが，子供たちのこうした表現はいま
も「電報文」と言われています。このような，人＋動詞の文型は
1 歳半から 2 歳のあいだに集中していました。
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は一般的ではなくなりましたが，子供たちのこうした表現はいま
も「電報文」と言われています。このような，人＋動詞の文型は
1 歳半から 2 歳のあいだに集中していました。
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第 2 章　動詞述語文・形容詞述語文

❦「ママ，私これほしいの」と「公園に行って遊んだの」̶̶連動文

　2 歳の誕生日をすぎると言語表現の欲求はますます強くなり，
覚える動詞もどんどん増えていきます。動詞は 2 音節重ね型か
ら 1 音節になり，さらに自分を主張する心が芽生えて［我］と
いう代名詞を使うようになります。動詞のあとに目的語をつけれ
ば要求はもっと具体的に表現できるようになります。
　買い物に連れていって，何か気に入ったおもちゃやお菓子があ
ると，こう言います。

妈妈，买这个。Mãma, mäi zhèige.（ママ，これ買う）

妈妈，我要这个。Mãma, wö yào zhèige.（ママ，私これほしい）

　家の中の遊びにあきてくると，こう言いました。
我去外边儿。Wö qù wàibianr.（私，外に行く）

　京京がこう言えば，北京では私に代わって家族のだれかや近所
の人が連れていってくれます。帰ってくると，私はいつもこう聞
いていました。

京京去哪儿玩儿了？ Jïngjïng qù när wánr le?

（京京はどこで遊んだの？）

　すると彼女は私の言った文型をそのまま使いました。
我去公园玩儿了。Wö qù gõngyuán wánr le.

（私，公園に行って遊んだの）

　この文は最初の［京京看看。］［我要这个。］よりずっと複雑で，
主語＋動詞＋目的語＋動詞＋助詞という構造になっています。こ
のように異なる動作が前後して行われることを表す文を連動文
といいます。最後の助詞の［了］は，動作が完了したことを示す
ものです。京京はこのような解説を受けるまでもなく，2 歳でご
く自然に複雑な文が言えるようになりました。

❦私クマさんの箸でご飯食べたくない̶̶連動文

　動詞が二つある文章の二つめの動詞にも目的語はつきます。連
動文が言えるようになれば，二つの目的語を使うのも簡単です。
京京は「どこへ行って何をどうする」とか「何を使って何をどう
する」という表現もスムーズにできました。

3 歳のとき，北京に帰る前に，私は彼女に聞きました。
你回北京干什么？
Nœ huí Båijïng gàn shénme?

（北京に帰って何するの？）

　彼女はこう答えました。
我回北京看姥姥。
Wö huí Båijïng kàn läolao.

（私，北京に帰っておばあちゃんに会うの）

もちろん，こんな質問をする前に私や夫は，［京京回北京看姥

姥呀。］（京京，北京に帰っておばあちゃんに会おうね）と何度も言っ
ていたのです。わかっていることをわざわざ質問し，答えさせる
のは子供の言語表現の発達に役に立ちます。そのために私はよく
お遊び形式で質問をしました。

妈妈：京京用什么写字呀？
Jïngjïng yòng shénme xiå zì ya?

（京京は何で字を書いてるの？）

京京：用手写字。
Yòng shöu xiå zì.

（手で書いてるの）

妈妈：你用什么画画儿？
Nœ yòng shénme huà huàr?

（何を使ってお絵描きしてるの？）
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京京：用笔画画儿。
Yòng bœ huà huàr.

　　　（鉛筆で描いてるの）

　連動文で，前半の動作が前提条件となって後半の動作が行われ
る内容の場合，これを否定するときには前の動詞を否定形にしま
す。たとえば［我坐飞机去上海。Wö zuò fëijï qù Shànghäi.］（私は

飛行機で上海に行く）の前提条件を否定するときは，［我不坐飞机

去上海，坐火车去。Wö bú zuò fëijï qù Shànghäi, zuò huöchë qù.］（私

は飛行機で上海に行くのではありません。汽車で行くのです）となりま
す。日本語は「行く」という動詞のほうを否定するので，この違
いを注意してください。
　京京は，おとなのまねをして，ご飯を食べるときは［筷子

kuàizi］（箸）を使いたがりました。それで私は子供用の箸で，ク
マの絵のついたものと，ウサギの絵のついたものを買ってやった
のです。食事のときはそのどちらかをテーブルに出しておくので
すが，京京は私の出す箸がいちいち気に入らず，わがままを言い
ました。

妈妈，我不用小熊的筷子吃饭。
Mãma, wö bú yòng xiäoxióng de kuàizi chï fàn.

（ママ，私クマさんの箸でご飯食べたくない）

　そこでウサギのほうを出してやるとおとなしく食べます。では
ウサギの箸のほうが好きなのかと思って，翌日はウサギを出して
おくと，

妈妈，我不用小白兔的筷子吃饭。
Mãma, wö bú yòng xiäobáitù de kuàizi chï fàn.

（ママ，私ウサギさんの箸でご飯食べたくない）

　とくるので，翌日はウサギを出してやるとクマでなきゃいやだ
と言うのです。彼女の［不用…吃饭］のために，私は何度台所と

食卓のあいだを往復させられたことでしょう。
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