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数 ある表 現 の中で，ネイティブ が 一 番よく使う表 現 がわかります。
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別売りCDカバーは
アタリです。
製版後の表1を
画像にして入れてください。

はじめに
日本で長く中国語を教えていて驚くのは，『三国志』をはじめとした，
中国の歴史や文化 ･ 慣習にも深い関心や造詣を持ち，加えて，発音と基礎
語彙 ･ 文法をマスターされている学習者が多いことです。
しかし，学習者の悩みとして，
「旅行中の会話に不自由した」「漢字を見
ればすぐに意味がわかるが，聞き取れない，話せない」「通じているよう
で正確に通じていない」といった悩みが多く挙げられます。また，日常会
話において，辞書の例文や文学作品の表現をそのまま使うと奇異な発話に
なってしまうこともあり，使用する上で判断が難しいということです。
本書は，このような悩みに対して，中国語ネイティブ ･ スピーカーが普
段の生活の中で何気なくよく使う 406 の表現をまず厳選し，さらにその表
現の言い回しで使用頻度の高い言い回し（単語 ･ 慣用句 ･ 成語 ･ 決まり文句）
のトップ３をランキング形式で自然な対話例と共に紹介しました。さらに，
何のためにどんな時に使うのか，それぞれの表現の言語伝達機能と使う場
面をページの上にわかりやすく明記しました。全部で 1,218 個の対話例に
はすべてピンインを付け，ネイティブ ･ スピーカーのきれいな発音で収録
された別売の CD もあります。また，重要な単語やフレーズには語句注釈
を付け，使い方などのポイントを簡潔に解説しました。自然な会話力だけ
ではなく，語彙力やヒアリング力の強化にもきっと役立つことでしょう。
中国語学習が一味違う楽しいものとなるよう，本書が一助となれば幸いです。
最後に，本書の構成と収録表現，対話例，日本語訳などについてご示唆
をいただき，本書の完成に尽力してくださった（株）語研の島袋一郎編集
代表に心より感謝申し上げます。また，多様な助言やご協力をしていただ
いた方々，日本語訳に助力してくれた家族に，この場を借りて心よりお礼
申し上げます。
2013 年 5 月
著 者
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3-34 悲しみ：悲しいとき
3-35 落胆：落ち込んだとき
3-36 怒り（1）：怒るとき

3-37 怒り（2）：いやがるとき
3-38 怒り（3）：相手がしつこいとき
3-39 怒り（4）：騙されたとき
3-40 怒り（5）：行為や言葉が気に入らないとき
3-41 納得できない：詳しく知りたいとき
3-42 驚き（1）：驚き

3-43 驚き（2）：意外に思うとき①
3-44 驚き（3）：意外に思うとき②
3-45 心配（1）：心配するとき
3-46 心配（2）：困っている人を見たとき
3-47 残念な思い：残念に思うとき
3-48 後悔：後悔したとき
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3-49 惜しむ（1）：時間を惜しむとき
時間が経つのは速い

148

あいにく

149

むだに使う／もったいない

150

イライラする

151

がっかりする

152

疲れ過ぎないように／やり過ぎないように

153

冗談だよ

154

心配しないで

155

考えすぎですよ

156

大丈夫だ

157

きっとよくなるよ

158

何も恐れることはありません

159

前向きに考えなさい

160

また次の機会があるさ

161

元気を出して

162

恥ずかしがらないで

163

自信を持って

164

うまくいきますよ

165

がっかりしないで

166

もっと頑張ってね

167

応援します

168

3-50 惜しむ（2）：都合が悪いとき
3-51 惜しむ（3）：ものや金銭を惜しむとき
3-52 いらだち：いらだって落ち着かないとき
3-53 失望：がっかりしているとき
3-54 慰める（1）：必死で頑張る人に
3-55 慰める（2）：相手をからかって傷つけてしまったとき
3-56 慰める（3）：心配や不安を抱いている人に①
3-57 慰める（4）：心配や不安を抱いている人に②
3-58 慰める（5）：心配や不安を抱いている人に③
3-59 慰める（6）：病気にかかっている人に
3-60 慰める（7）：怖がっている人に
3-61 慰める（8）：消極的に考えている人に
3-62 慰める（9）：失敗した人に
3-63 元気づける・励ます（1）：元気・活力がない人や状況に
3-64 元気づける・励ます（2）：恥ずかしがり屋に
3-65 元気づける・励ます（3）：自信がない人に①
3-66 元気づける・励ます（4）：自信がない人に②
3-67 元気づける・励ます（5）：気落ちしている人に
3-68 元気づける・励ます（6）：もっと頑張ってほしい人に
3-69 元気づける・励ます（7）：応援するとき
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3-70 恐れる：怖いとき
怖い

169

さびしいです

170

きれいですね

171

スタイルがいいですね

172

格好いいですね

173

体格がいいですね

174

変わらないですね

175

お利口ですね

176

かわいい

177

若い／〜歳には見えない

178

頭がいい

179

記憶力がいいですね

180

得意だ［お上手ですね！］

181

すばらしい／すごい

182

性格がいい

183

ユーモアがある

184

お世辞がうまい

185

さすが〜ですね

186

よくやった

187

申し分ない

188

似合う

189

3-71 孤独：さびしいとき
3-72 褒める（1）：女性の格好を褒めるとき①
3-73 褒める（2）：女性の格好を褒めるとき②
3-74 褒める（3）：男性の格好を褒めるとき①
3-75 褒める（4）：男性の格好を褒めるとき②
3-76 褒める（5）：お年寄りを褒めるとき
3-77 褒める（6）：子どもを褒めるとき
3-78 褒める（7）：赤ちゃんを褒めるとき
3-79 褒める（8）：若さを褒めるとき①
3-80 褒める（9）：一般の人を褒めるとき②
3-81 褒める（10）：一般の人を褒めるとき③
3-82 褒める（11）：一般の人を褒めるとき④
3-83 褒める（12）：一般の人を褒めるとき⑤
3-84 褒める（13）：一般の人を褒めるとき⑥
3-85 褒める（14）：一般の人を褒めるとき⑦
3-86 褒める（15）：一般の人を褒めるとき⑧
3-87 褒める（16）：一般の人を褒めるとき⑨
3-88 褒める（17）：一般の人を褒めるとき⑩
3-89 褒める（18）：一般の人を褒めるとき⑪
3-90 褒める（19）：一般の人を褒めるとき⑫
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3-91 褒める（20）：料理を褒めるとき
おいしいですね

190

立派だ（壮大で／迫力があって／堂々として）

191

美しい

192

一番だ！／最高だ！

193

まだまだです

194

3-92 褒める（21）：壮大な建築物を褒めるとき
3-93 褒める（22）：風景を褒めるとき

3-94 褒める（23）：最もいいと言うとき
3-95 謙虚（1）：褒められたとき①
3-96 謙虚（2）：褒められたとき②
とんでもありません

195

ばか，間抜け

196

うそつき

197

ほらを吹く

198

恥をかく

199

不細工だ

200

いやになる／いやーねえ

201

うるさい

202

けちである

203

余計なお世話だ

204

空気が読めない

205

親のすねをかじる

206

でたらめ言いますね

207

頑固だ

208

三日坊主だ

209

耳障りだ

210

3-97 叱る（1）：人を叱る①
3-98 叱る（2）：人を叱る②
3-99 叱る（3）：人を叱る③
3-100 叱る（4）：人を叱る④
3-101 非難する（1）：非難①
3-102 非難する（2）：非難②
3-103 非難する（3）：非難③
3-104 非難する（4）：非難④
3-105 非難する（5）：非難⑤
3-106 非難する（6）：非難⑥
3-107 非難する（7）：非難⑦
3-108 非難する（8）：非難⑧
3-109 非難する（9）：非難⑨

3-110 非難する（10）：非難⑩
3-111 非難する（11）：非難⑪
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3-112 非難する（12）：非難⑫
ごまをする

211

いい加減にして

212

くだらない

213

3-113 非難する（13）：非難⑬
3-114 非難する（14）：非難⑭

Ⅳ

判断・推測・評価

4-01 判断（1）：肯定する
はい

216

違います

217

そうでしょう？

218

いい？／賛成？，反対？／同意するかどうか

219

いかがですか

220

そのとおりです

221

それは誤解です

222

何とも言えない

223

どちらでもかまわない

224

何も言うことはない，ノーコメント

225

〜に従う，〜に任せる

226

お好きなように，あなた次第

227

〜すべきだ

228

〜しなければならない

229

必要がない

230

知りません

231

覚えていない

232

4-02 判断（2）：否定する
4-03 判断（3）：賛同を求める
4-04 判断（4）：判断を求める・述べる
4-05 判断（5）：感想を求める
4-06 判断（6）：同調する
4-07 判断（7）：誤解だと言う
4-08 判断（8）：態度を表明したくないとき
4-11 判断（9）：どちらでもいいとき
4-12 判断（10）：何も言えないとき
4-13 判断（11）：成り行きを〜にまかせる
4-14 判断（12）：判断を相手にゆだねる
4-15 判断（13）：義務・必要①
4-16 判断（14）：義務・必要②
4-17 判断（15）：必要がないと言うとき
4-18 判断（16）：知らないと言うとき
4-19 判断（17）：覚えがないと言うとき

xiv

ネイティブがよく使う中国語会話表現ランキング ためし読み → Webページへ

4-20 判断（18）：ど忘れしたと言うとき
ど忘れした

233

信用できる

234

間違いない

235

嘘でしょう？

236

変だ

237

あり得ない

238

〜しがたい

239

いいですよ

240

任せてください

241

問題ない

242

ダメです

243

また今度にしましょう

244

先約がある

245

時間がない

246

こうしましょう

247

4-21 判断（19）：信用できる
4-22 判断（20）：確信
4-23 判断（21）：疑う気持ち
4-24 判断（22）：奇異な感じ
4-25 判断（23）：可能性が非常に低いとき
4-26 判断（24）：〜しがたい
4-27 判断（25）：承諾する①
4-28 判断（26）：承諾する②
4-29 判断（27）：承諾する③
4-30 判断（28）：明確に断るとき
4-31 判断（29）：曖昧に断るとき①
4-32 判断（30）：曖昧に断るとき②
4-33 判断（31）：曖昧に断るとき③
4-34 判断（32）：物事を決めるとき
4-35 判断（33）：強い決心を言うとき①
（それが）どうであれ／どんなことがあっても

4-36 判断（34）：強い決心を言うとき②

248

必ず，請け合う，誓う

249

全力を尽くす

250

死んでも〜しない

251

もういい

252

仕方がない

253

4-37 判断（35）：強い決心を言うとき③
4-38 判断（36）：強い決心を言うとき④
4-39 判断（37）：あきらめるとき
4-40 判断（38）：仕方がないと言うとき
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4-41 推測する（1）：自分で考えによって推測するとき
たぶん，おそらく

254

見たところ～のようだ

255

聞くところによると（～だそうだ）

256

もうすぐ～，いよいよ〜

257

簡単です

258

難しいです

259

流行っている

260

特別です

261

普通です

262

満点です

263

前例がありません

264

長所と短所

265

効く，効果がある

266

偽物

267

〜にいい

268

〜によくない

269

差別だ，不公平だ，偏見だ

270

役に立つ

271

有名な〜

272

だれでも知っている

273

似ている

274

4-42 推測する（2）：様子を見て推測するとき
4-43 推測する（3）：聞いた話を言うとき
4-44 推測する（4）：近い将来を予測するとき
4-45 評価する（1）：物事を評価するとき①
4-46 評価する（2）：物事を評価するとき②
4-47 評価する（3）：物事を評価するとき③
4-48 評価する（4）：物事を評価するとき④
4-49 評価する（5）：物事を評価するとき⑤
4-50 評価する（6）：物事を評価するとき⑥
4-51 評価する（7）：物事を評価するとき⑦
4-52 評価する（8）：物事を評価するとき⑧
4-52 評価する（9）：物事を評価するとき⑨
4-53 評価する（10）：物事を評価するとき⑩
4-54 評価する（11）：物事を評価するとき⑪
4-55 評価する（12）：物事を評価するとき⑫
4-56 評価する（13）：物事を評価するとき⑬
4-57 評価する（14）：物事を評価するとき⑭
4-58 評価する（15）：人を評価するとき①
4-59 評価する（16）：人を評価するとき②
4-60 評価する（17）：人を評価するとき③
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4-61 評価する（18）：人を評価するとき④
仲が悪い

275

忘れっぽい

276

気が合う

277

本場（の），本格（の）

278

4-62 評価する（19）：人を評価するとき⑤
4-63 評価する（20）：人を評価するとき⑥
4-64 評価する（21）：料理を評価するとき

Ⅴ

意見・提案・催促・注意・勧誘

5-01 意見を述べる（1）：賛成する
賛成です

280

反対です

281

私は〜と思います

282

正直に言えば

283

私だったら〜

284

個人的には〜と思います

285

もう少し考えて

286

異議あり

287

どう思いますか

288

どうすればいいですか

289

一緒に〜しましょう

290

別々に払う

291

割り勘

292

試しにやってみる

293

始めましょう

294

急ぎましょう

295

5-02 意見を述べる（2）：反対する
5-03 意見を述べる（3）：自分の意見を言うとき
5-04 意見を述べる（4）：正直な意見を言うとき
5-05 意見を述べる（5）：相手の立場に立って意見を言うとき
5-06 意見を述べる（6）：個人的な意見を言うとき
5-07 意見を述べる（7）：もう少し考えてほしいとき
5-08 意見を述べる（8）：異議があるとき
5-09 意見を求める（1）：意見を尋ねるとき
5-10 意見を求める（2）：どうすればよいかわからないとき
5-11 提案する（1）：一緒に行動してもらうとき
5-12 提案する（2）：別々に支払うとき
5-13 提案する（3）：割り勘にするとき
5-14 提案する（4）：試しにやってみてほしいとき
5-15 行動を促す，催促する（1）：急ぐ・急がせる①
5-16 行動を促す，催促する（2）：急ぐ・急がせる②
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5-17 注意・警告する（1）：危ないとき
気をつけて！

296

足元に注意してください

297

でたらめを言うな

298

忘れないで！

299

間違えないように

300

焦らないで／あわてないで

301

落ち着いて

302

人に頼らないで

303

礼儀正しくしなさい／マナーを守りなさい

304

くよくよするな

305

回りくどく言わないで

306

とぼけないでよ

307

怒らないで

308

どうぞたくさん食べて

309

もっと飲みましょう

310

いいところですよ

311

〜したほうがいい

312

5-18 注意・警告する（2）：道が悪いとき
5-19 注意・警告する（3）：でたらめに言う人に
5-20 注意・警告する（4）：忘れがちの人に
5-21 注意・警告する（5）：よく間違える人に
5-22 注意・警告する（6）：あわてる人に
5-23 注意・警告する（7）：緊張している人に
5-24 注意・警告する（8）：他人に依存し過ぎる人に
5-25 注意・警告する（9）：礼儀正しくない人に
5-26 注意・警告する（10）：くよくよしている人に
5-27 注意・警告する（11）：回りくどく話す人に
5-28 注意・警告する（12）：知らない振りをする人に
5-29 注意・警告する（13）：怒っている人に
5-30 勧める（1）：食べ物を勧めるとき
5-31 勧める（2）：お酒を勧める
5-32 勧める（3）：いい場所を勧める
5-33 勧める（4）：行動を勧めるとき

Ⅵ

お願い・許可・命令・禁止

6-01 お願い（1）：お願いするとき
お願いします

314

お尋ねしますが／お伺いしますが

315

教えていただきたいですが

316

6-02 お願い（2）：道などを教えてもらうとき
6-03 お願い（3）：教えてもらいたいとき
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6-04 お願い（4）：人の手を煩わすとき
（私の代わりに）〜してくれませんか

6-05 お願い（5）：他人に丁寧に依頼するとき
〜していただけませんか。

318

私と結婚してください

319

〜してもいいですか

320

早く〜してください

321

話を続けて

322

静かにしてください

323

少々お待ちください

324

〜を呼んできてください

325

絶対〜してください

326

〜は禁止されています

327

〜してはいけません

328

6-06 お願い（6）：プロポーズするとき《男性》
6-07 許可：許可を求める

6-08 命令する（1）：急いでしてほしいとき
6-09 命令する（2）：さらに説明をさせるとき
6-10 命令する（3）：静かにしてほしいとき
6-11 命令する（4）：人を待たせるとき
6-12 命令する（5）：人を来させるとき
6-13 命令する（6）：強く要求するとき
6-14 禁止する（1）：規則やルールなど
6-15 禁止する（2）：態度や主張

Ⅶ

317

計画・予定・スケジュール

7-01 計画・予定・スケジュール（1）：予定の日にちを尋ねる
いつですか

330

何日（間）

331

何曜日ですか

332

どこですか

333

予定がある？

334

どのように過ごす

335

ご都合はどうですか

336

時間はたっぷりある

337

7-02 計画・予定・スケジュール（2）：予定の期間を尋ねる
7-03 計画・予定・スケジュール（3）：予定の曜日を尋ねる
7-04 計画・予定・スケジュール（4）：予定の場所を尋ねる
7-05 計画・予定・スケジュール（5）：予定を確認する
7-06 計画・予定・スケジュール（6）：過ごし方を尋ねる
7-07 計画・予定・スケジュール（7）：都合を尋ねる
7-08 計画・予定・スケジュール（8）：時間が十分にあると言うとき
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7-09 計画・予定・スケジュール（9）：休みかどうかを尋ねる
お休みですか

338

旅行に行きます

339

何日間行くの？

340

何人で［だれと］行くの？

341

ツアーで行くの？

342

どうやって行くの？

343

特産品は何ですか

344

初めて

345

観光です

346

帰省する，親戚に会いに行く

347

留学する

348

〜に会う

349

出張［仕事／商談］する

350

定住する

351

仕事の計画

352

順調ですか

353

見込みはどうですか

354

キャンセルします

355

慣れる

356

準備はどうですか

357

週何日間働きますか

358

7-10 計画・予定・スケジュール（10）：旅行・外出を伝える
7-11 計画・予定・スケジュール（11）：旅行・外出の期間を尋ねる
7-12 計画・予定・スケジュール（12）：旅行・外出の人数を尋ねる
7-13 計画・予定・スケジュール（13）：旅行の方式を尋ねる
7-14 計画・予定・スケジュール（14）：交通手段を尋ねる
7-15 計画・予定・スケジュール（15）：特産品を尋ねる
7-16 計画・予定・スケジュール（16）：旅行経験を語る
7-17 計画・予定・スケジュール（17）：旅行の目的を言う①
7-18 計画・予定・スケジュール（18）：旅行の目的を言う②
7-19 計画・予定・スケジュール（19）：海外留学について
7-20 計画・予定・スケジュール（20）：人と会う
7-21 計画・予定・スケジュール（21）：出張について
7-22 計画・予定・スケジュール（22）：定住について
7-23 計画・予定・スケジュール（23）：仕事の計画を話し合う
7-24 計画・予定・スケジュール（24）：仕事の進展を話し合う
7-25 計画・予定・スケジュール（25）：見込みを話し合う
7-26 計画・予定・スケジュール（26）：計画の変更を話し合う
7-27 計画・予定・スケジュール（27）：仕事に慣れたかを話し合う
7-28 計画・予定・スケジュール（28）：準備状態を話し合う
7-29 計画・予定・スケジュール（29）：就労時間を尋ねる
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7-30 計画・予定・スケジュール（30）：会議について話し合う
会議があります

359

時間どおり

360

何の会議ですか

361

7-31 計画・予定・スケジュール（31）：時間どおり，予定どおり
7-32 計画・予定・スケジュール（32）：会議の内容を尋ねる

Ⅷ

公共の場で

8-01 商店で（1）：目的の商品を買う
〜を買いたいのですが

364

割引はありますか

365

取り替えてください

366

返品したいのですが

367

24 時間営業

368

レジはどこですか

369

クレジットカードは使えますか

370

いくらですか

371

おすすめ料理は何ですか

372

バイキング，食べ放題

373

〜をください

374

〜を持ってきてください

375

勘定

376

〜までお願いします

377

〜までどれぐらいかかりますか《時間》

378

どの道が近いですか

379

ここで止まってください

380

8-02 商店で（2）：割り引いてもらう
8-03 商店で（3）：交換してもらう
8-04 商店で（4）：返品を願い出る
8-05 商店で（5）：24 時間営業
8-06 商店で（6）：レジの場所を尋ねる
8-07 商店で（7）：クレジットカードについて
8-08 商店で（8）：値段を尋ねる

8-09 レストランで（1）：おすすめ料理を尋ねる
8-10 レストランで（2）：バイキング，食べ放題
8-11 レストランで（3）：注文する
8-12 レストランで（4）：店員さんに何か持ってきてもらうとき
8-13 レストランで（5）：勘定を払う
8-14 タクシーに乗る（1）：行き先を言う
8-15 タクシーに乗る（2）：どのくらいの時間がかかるか尋ねる
8-16 タクシーに乗る（3）：近道について

8-17 タクシーに乗る（4）：停車場所を言う
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8-18 タクシーに乗る（5）：レシートをもらう
レシートをください

381

このバスは〜へ行きますか

382

〜まであと何駅ですか

383

最終バス

384

最寄りの地下鉄の駅はどこですか

385

〜までどうやって行きますか

386

部屋を予約したいのですが

387

ルームキー

388

部屋を替えたいのですが

389

〜が故障しました

390

チェックアウトしたいのですが

391

どこで〜券を買えますか

392

〜券に替えてもらいたいのですが

393

8-19 バスに乗る（1）：行き先を尋ねる
8-20 バスに乗る（2）：あと何駅か尋ねる
8-21 バスに乗る（3）：最終バス
8-22 道を尋ねる（1）：最寄り駅を尋ねる
8-23 道を尋ねる（2）：行き方を尋ねる
8-24 ホテルで（1）：予約する

8-25 ホテルで（2）：ルームキーについて
8-26 ホテルで（3）：部屋の変更を願い出る
8-27 ホテルで（4）：故障を告げる
8-28 ホテルで（5）：チェックアウトする
8-29 切符売り場で（1）：場所を尋ねる

8-30 切符売り場で（2）：変更を願い出る

Ⅸ

情報の交換

9-01 時事情報の交換（1）：ホットな話題を尋ねる
ホットな話題

396

最新の情報

397

何が流行っていますか

398

どんな番組が好きですか

399

何チャンネルですか

400

何時から放送しますか

401

新聞を読む

402

9-02 時事情報の交換（2）：最新情報を話し合う
9-03 時事情報の交換（3）：流行っていることを尋ねる
9-04 テレビ番組（1）：好きな番組を尋ねる
9-05 テレビ番組（2）：番組のチャンネルを尋ねる
9-06 テレビ番組（3）：番組の放送時間を尋ねる
9-07 新聞・雑誌（1）：新聞を読むことを話し合う
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9-08 新聞・雑誌（2）：記事の内容を尋ねる
何が載ってるの？

403

ネット上にアップロードする

404

インターネットで調べる

405

メールアドレスを教えてください

406

メールを送る

407

ネットで買い物をする

408

ネットでチャットをする

409

電話で連絡する

410

携帯にメールを送信する

411

この携帯はどんな機能がありますか

412

9-09 インターネット（1）：ネット上にアップロードしたとき
9-10 インターネット（2）：インターネットで調べる
9-11 インターネット（3）：メールアドレスを尋ねる
9-12 インターネット（4）：メールを送信する
9-13 インターネット（5）：インターネットで買い物する
9-14 インターネット（6）：チャットについて
9-15 電話（1）：電話で連絡する

9-16 電話（2）：携帯電話にメールを送信する
9-17 電話（3）：携帯電話の機能を尋ねる
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別売の音声を利用して，より効果的な学習を！
本書には，ネイティブ・スピーカーの吹き込みによる音声が別売されています。
別売の CD（３枚組）には，テキストにある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*: B*: の“*”マークは女性パートを表
しています。
学習に音声の要素を含めるか否かが外国語習得の成功の鍵となります。何度も
聴き，実際に声に出して練習しましょう。
購入をご希望の際は，最寄りの書店，オンライン書店または弊社までご注文く
ださい。
本書の付属 CD には，トラック名・CD タイトルなどのテキストデータは一切収録されておりま
せん。パソコンで再生した場合に表示されるトラック名や CD タイトルは，弊社の管理下にない
外部のデータベースを参照しております。予めご了承ください。

【装丁】平木 千草（ひつじ工房）
【カバーイラスト】オガワ ナホ
【吹き込み】凌慶成
李茜
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Disc 1

8
01

1-13

知人に再会する（2）：久しぶりに会ったとき

お久しぶりです
1位

A:

好久不见。

お久しぶりです。

千明，好久不见。你好像瘦了？

Qiãnmíng, häojiŒ bú jiàn. Nœ häoxiàng shòu le?
B*: 是啊，我最近减肥呢。

Shì a,

wö zuìjìn jiänféi ne.

A: 千明さん，お久しぶりです。あなた，少し痩せたようですね。
B: はい。最近，私，ダイエットしてるの。
➽“好像”どうやら（〜のようだ）；（まるで）〜のようだ。“瘦”痩せている，痩せる。“减肥”
ダイエット（する），減量（する）。

2位

A:

好长时间没见面了。

お久しぶりですね。

好长时间没见面了。真想你啊。

Häo cháng shíjiãn méi jiànmiàn le. Zhën xiäng nœ a.
B*: 是啊。我们有半年多没见了吧？

Shì a.

Wömen yöu bànnián duõ méi jiàn le ba?

A: お久しぶりですね。本当に会いたかったですよ。
B: そうですね。私たちは半年以上会っていないですね。
➽“好”ずいぶん，大変。“想”懐かしむ，会いたいと思う。“〜多”〜あまり。

3位

久违了。

ご無沙汰しております。

A*: 赵经理，久违了。

Zhào jïnglœ, jiŒwéi le.
B:

啊！ 张部长，久违，久违。请坐。

Ã!

Zhãng bùzhäng, jiŒwéi, jiŒwéi. Qœng zuò.

A: 趙社長，ご無沙汰しております。
B: ああ，張部長，久しぶりだね。まあ，掛けなさい。
➽“久违，久违。”お久しぶりです，しばらくです。

【ポイント】
★ いずれも久しぶりの再会の際に言う決まり文句。
★ 親しい間柄は“几年没见面了？”Jœnián méi jiànmiàn le? ／“有多少年没见了？”Yöu duõshao nián méi
jiàn le?（何年ぶりですか）を言って昔のことを思い出す。

14
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8
02

1-14

知人に再会する（3）：近況を尋ねる①
Ⅰ あいさつ・社交

Disc 1

お元気ですか（元気？）
1位

A:

你好吗？

元気？

小丽！ 你好吗？

Xiäo Lì! Nœ häo ma?
B*: 噢，文强大哥，我很好。你呢？

Ö,

Wén Qiáng dàgë, wö hån häo. Nœ ne?

A: 麗ちゃん，元気？
B: あっ，文強兄さん！ 元気だよ。兄さんは？
➽“大哥”同年配の男子に対する尊敬と親しみをこめた呼称；いちばん上の兄，長兄。

2位

还好吧？

元気ですか。

A*: 你父母身体还好吧？

Nœ fùmŒ shëntœ hái häo ba?
B:

还好。不过年纪大了，腿脚有点儿不灵活了。

Hái häo. Búguò niánjì dà le, tuœjiäo yöudiänr bù línghuó le.
A: ご両親はお元気ですか。
B: まあまあです。でも歳を取ったから，脚がちょっと弱くなりました。
➽“还好吧？”元気ですか。“还好”まあまあである。“不过”
《主文に前置して》でも，だが。“灵
活”働きがよい，動きが速い；柔軟性や融通性に富む。

3位

最近身体怎么样？

最近調子はどう？

A*: 最近身体怎么样？

Zuìjìn shëntœ zånmeyàng?
B:

唉，凑合吧。

Ài, còuhe ba.
A: 最近，調子はどうですか。
B: まあ，まあまあです。
➽“凑合”まあまあだ，悪くはない；集まる；かき集める。

【ポイント】
★“还好。”と同じ意味で，“还可以。”Hái kåyœ.，“还行。”Hái xíng.，“还不错。
”hái búcuò. などがある。
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Disc 1

47
01

2-35

趣味を尋ねる（1）：趣味について尋ねる①

趣味は何ですか
1位

A:

你的爱好是什么？

あなたの趣味は何ですか。

你的爱好是什么？

Nœ de àihào shì shénme?
B*: 最近，我跟一位日本朋友学插花，挺有意思的。

Zuìjìn, wö gën yí wèi Rìbån péngyou xué chãhuã, tœng yöu yìsi de.
A: あなたの趣味は何ですか。
B: 最近，日本の友人と生け花を習っています。とてもおもしろいですよ。
➽“爱好”趣味。“插花”生け花；混じり合う。“有意思”おもしろい；有意義な。

2位

A:

平时你喜欢做什么？

普段何をするのが好きですか。

平时你喜欢做什么？

Píngshí nœ xœhuan zuò shénme?
B*: 休息的时候，我常常跟朋友逛商店啦，一起吃饭啦。

XiÆxi de shíhou, wö chángcháng gën péngyou guàng shãngdiàn la, yìqœ chïfàn la.
A: 普段何をするのが好きですか。
B: 休みのときは，友人とよく買い物や食事をします。
➽“逛”ぶらつく，当てもなく歩く。“啦”《‘…啦，〜啦’の形で用い，多数の事物の列挙を示す》
〜だとか…だとか。

3位

A:

业余时间你做什么？

時間のあるときには何をしていますか。

业余时间你做什么？

Yèyú shíjiãn nœ zuò shénme?
B*: 我和老公一起去练习太极拳，动作很慢，但是很漂亮。

Wö hé läogõng yìqœ qù liànxí tàijíquán, dòngzuò hån màn, dànshì hån piàoliang.
A: 時間のあるときには何をしていますか。
B: 主人と一緒に太極拳の練習に行きます。動きはゆっくりですがとてもきれいですよ。
➽“业余”余暇の。“练习”練習する。“慢”（速度が）遅い，ゆっくりとした。“但是”だが，し
かしながら。“漂亮”美しい，きれい；見事な，立派な，すばらしい。
【ポイント】
★ 中国の経済も発展し，金銭的・時間的余裕も増え，趣味も多様化している。
★ お年寄りが朝晩の公園などで 广播体操 guängbõtœcão（ラジオ体操），交际舞 jiãojìwŒ（社交ダンス），秧
歌 yãngge（ヤンコ踊り）などをしているのを中国ではよく見かける。
★ 你有什么爱好？ も言う。

92
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Disc 1

47
02

2-36

趣味を尋ねる（2）：はまっていることを言う

夢中になっています
1位

A:

迷上了…

〜に夢中になっている

我妈妈最近迷上了韩国电视剧，有时候边看边流泪。
Ⅱ プライベートな
付き合い

Wö mãma zuìjìn míshàngle Hánguó diànshìjù, yöu shíhou biãn kàn biãn liúlèi.
B*: 我也喜欢看，还想什么时候去一趟韩国呢。

Wö yå xœhuan kàn, hái xiäng shénme shíhou qù yí tàng Hánguó ne.
A: 母が最近韓国ドラマに夢中になって，時々見ながら泣いてるよ。
B: 私も好きよ。いつか韓国に行ってみたい。
➽“迷”
《動詞》夢中になる，熱中する。“上”
《補語で》動作や状態の開始，継続を表す。“边〜边…”
〜しながら…する。“还”それに。“趟”往復する動作の回数を数える量詞。

2位

对…入迷［着迷］〜にはまっている

A*: 你爸爸怎么每天晚上都出去啊？

Nœ bàba zånme måitiãn wänshang dõu chÆqu a?
B:

他最近对麻将入迷了，常常去朋友家玩儿。

Tã zuìjìn duì májiàng rùmí le, chángcháng qù péngyou jiã wánr.
A: あなたのお父さんはなんで毎晩出かけていくの？
B: 最近麻雀にはまっていて，よく友だちの家へ遊びに行くんだよ。
➽“入迷［着迷 zháomí］”夢中になる。

3位

是…迷

〜のファンだ

A*: 早上很多人在公园里唱什么呢？

Zäoshang hån duõ rén zài gõngyuán li chàng shénme ne?
B:

他们在唱京剧，他们都是京剧迷。

Tãmen zài chàng jïngjù, tãmen dõu shì jïngjùmí.
A: 朝公園でたくさんの人が歌っているのは何？
B: 京劇の歌だよ。彼らはみな，京劇ファンなんだ。
➽“迷”《名詞》マニア，ファン，フリーク。

【ポイント】
★ 有名人の「ファン」を表す言葉として 粉丝 fånsï をよく使う。
★ 足球迷 zúqiúmí（サッカーファン）のように， …迷 はスポーツなどに夢中になっている人を指す。
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Disc 2

35
01

3-109

非難する（9）：非難⑨

頑固だ
1位

A:

固执

頑固である，一徹である，片意地である

你这么固执的话，没人肯帮你。

Nœ zhème gùzhi de huà, méi rén kån bãng nœ.
B*: 不帮就不帮。

Bù bãng jiù bù bãng.
A: きみがそんなに頑固だと，だれもきみを手伝う人なんていないよ。
B: 手伝わないなら手伝ってくれなくていいわ。
➽“的话”
《仮定を表す文節の末尾で》
（もし）〜なら。“肯”すすんで～する，喜んで～する。“帮”
助ける，手伝う，代わってする。

2位

A:

倔

頑固な，偏屈な

邻居的老头儿真倔，帮他拿东西他也不让。

LínjÆ de läotóur zhën juè, bãng tã ná dõngxi tã yå bú ràng.
B*: 他可能觉得自己还不老。

Tã kånéng juéde zìjœ hái bù läo.
A: 隣のおじいさんはほんとに頑固で，荷物を運ぶのを手伝ってあげようとしたのに聞
き入れないんだ。

B: たぶん自分はまだ歳を取っていないと思ってるのよ。
➽“让”譲る。

3位

A:

一根筋

考え方が単純で一つのことに固執する人，頑固一徹

他做什么事都一根筋。

Tã zuò shénme shì dõu yìgënjïn.
B*: 他就是这个脾气，谁劝他也不听。

Tã jiùshì zhège píqi, shéi quàn tã yå bù tïng.
A: 彼は何事をやるにも頑固一徹なんだ。
B: そんな彼の気性，だれが言っても直らないわ。
➽“脾气”（人の）気質，気性，たち，性格，癖。“劝”（道理を説いて）勧告する，いさめる，
説得する，なだめる。“听”聞き入れる，従う；聞く。

【ポイント】
★ いずれも自分の意志を譲らない，ほかの人の意見を聞かない様子を表す。
钻牛角尖 zuãn niújiäojiãn も使える。
★ 顽固 wángù
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Disc 2

35
02

3-110

非難する（10）：非難⑩

三日坊主だ
1位

没长劲儿

長続きしない，三日坊主だ

A*: 他不练太极拳了，又开始学瑜伽了。

Tã bú liàn tàijíquán le, yòu kãishœ xué yújiã le.
B:

他的爱好太多了，做什么也没长劲儿。

Tã de àihào tài duõ le, zuò shénme yå méi chángjìnr.
A: 彼，太極拳の練習をやめて，今度はヨガを始めたわよ。
B: 彼の趣味は多すぎて，何をやっても三日坊主だ。

2位

A:

没有常性

Ⅲ 感情表現

➽“长劲儿”長続きする，持久力。

根気がない，粘りがない，三日坊主である

我又打算学韩语了。

Wö yòu däsuan xué HányŒ le.
B*: 希望这次你别没有常性，一定要坚持下去啊。

Xïwàng zhè cì nœ bié méiyöu chángxìng, yídìng yào jiãnchíxiàqu a.
A: 僕，今度は韓国語を勉強するつもりなんだ。
B: 今回は三日坊主にならないようにね，ちゃんと続けなきゃダメよ。
➽“打算”～するつもりである，～する予定である。“坚持下去”続けていく，頑張り通す。

3位

A:

三天打鱼，两天晒网

三日坊主，物事に飽きやすく長続きしないこと

请记住 ：不论做什么事都忌讳三天打鱼，两天晒网。

Qœng jìzhù : Búlùn zuò shénme shì dõu jìhuì sãntiãn-däyú, liängtiãn-shàiwäng.
B*: 您放心，我一定坚持到最后，做出点儿成绩给大家看看。

Nín fàngxïn, wö yídìng jiãnchí dào zuìhòu, zuòchu diänr chéngjì gåi dàjiã kànkan.
A: 覚えておきなさい：何事をやるにも三日坊主にならないこと。
B: 大丈夫，必ず最後まで頑張って，いい成績を取ってみんなに見せるから。
➽“三天打鱼，两天晒网”三日魚をとり二日網を干すというように物事に精を出してやらないこ
と，三日坊主。“记住”しっかり覚える，覚えておく。“不论”～にかかわらず。“忌讳”しては
ならないこと，タブー。

【ポイント】
★ いずれも長く続ける根気がなく，何事に対しても熱しやすぐ冷めやすい人を指す。
五分钟热度 wŒ fën zhõng rèdù も使える。
★ 三分钟热血 wŒ fën zhõng rèxuè
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Disc 2

66
01

4-58

評価する（15）：人を評価するとき①

有名な〜
1位

A:

有名

有名な

他有一套独特的教英语的方法。

Tã yöu yí tào dútè de jião YïngyŒ de fãngfä.
B*: 对，他因此成了一位有名的英语教师。

Duì, tã yïncœ chéngle yí wèi yöumíng de YïngyŒ jiàoshï.
A: 彼は英語を教える独特の方法を持っていますね。
B: そうですね，そのため，彼は有名な英語教師となったんです。
➽“独特”独特の，ユニークな。“因此”これによって，そのために。

2位

A:

著名

著名な，有名な

他获得了诺贝尔奖，现在是一位著名的科学家。

Tã huòdéle Nuòbèi’år jiäng, xiànzài shì yí wèi zhùmíng de këxuéjiã.
B*: 你知道吗？ 他小时候因为家里穷，没上过小学。

Nœ zhïdào ma? Tã xiäo shíhou yïnwèi jiãli qióng, méi shàngguo xiäoxué.
A: 彼はノーベル賞を受賞し，現在，著名な科学者です。
B: 知ってますか。彼は小さい頃，家が貧しかったために，小学校へも行っていないんです。
➽“获得”獲得する，得る。“因为”～のせいで，～のために。“穷”貧しい，貧乏。“上”学校
や会社に通う。

3位

A:

闻名

名高い，有名な，著名な

那位英国笑星拍的喜剧闻名全球。

Nà wèi Yïngguó xiàoxïng pãi de xœjù wénmíng quánqiú.
B*: 我也很喜欢，买了不少光盘。

Wö yå hån xœhuan, mäile bùshäo guãngpán.
A: あのイギリスのコメディアンが撮ったコメディは世界的に有名ですね。
B: 私も好きで，DVD を何枚も買いました。
➽“拍”（写真を）撮る，撮影する。“喜剧”喜劇，コメディ。“全球”全世界。“不少”多い，多
くの。“光盘”光ディスク，ビデオディスク。

【ポイント】
★ 著名 は「有名である」の意味以外に，称賛に値するという意味を含む。
★ いずれも人以外に，学校，ブランドなどの物事にも使う。
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Disc 2

66
02

4-59

評価する（16）：人を評価するとき②

だれでも知っている
1位

A:

谁都知道

だれでも知っている

西游记中的孙悟空是一只猴子变的。

Xïyóujì zhõng de SÆn Wùkõng shì yì zhï hóuzi biàn de.
B*: 这个故事在中国谁都知道。

Zhège gùshi zài Zhõngguó shéi dõu zhïdào.
A: 西遊記の孫悟空は猿が人間に変身するんだ。
B: この話は中国人ならだれでも知っているよ。
➽“故事”物語，故事，伝説。

2位

A:

众所周知

だれでも知っている

众所周知，中国是四大文明古国之一。

Zhòngsuözhõuzhï, Zhõngguó shì sì dà wénmíng gŒ guó zhïyï.
Nœ zhïdào qítã sãn ge guójiã ma?
A: だれでも知っているように，中国は四大文明の一つとして長い歴史がありますね。
B: ほかの 3 つはどこだか知ってる？
➽“众所周知”多くの人が知っている；みなさんご承知のように。

3位

家喻户晓

だれでも知っている

A*: 孔子不仅在中国，而且在世界上也是家喻户晓的历史人物。

Köngzœ bùjœn zài Zhõngguó, årqiå zài shìjiè shang yåshì jiãyù-hùxiäo de lìshœ rénwù.
B:

对，他的思想现在也值得人们好好儿学习，借鉴。

Duì, tã de sïxiäng xiànzài yå zhíde rénmen häohãor xuéxí, jièjiàn.
A: 孔子は中国でけでなく，世界でも有名な歴史上の人物です。
B: そうだね，彼の考えは，現在でも学んで手本とする価値があります。
➽“值得”価値がある，～する値打ちがある，～する甲斐がある。“借鉴”参考にする，手本と
する。

【ポイント】
★ 谁都知道 は口語。
★ いずれも人，物事などに使う。
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Ⅳ 判断・推測・評価

B*: 你知道其他三个国家吗？

Disc 3

16
01

5-31

勧める（2）：お酒を勧める

予定を言うとき
もっと飲みましょう
1位

我陪你多喝点儿。

一緒にもっと飲みましょう。

A*: 今晚我陪你多喝点儿。

Jïnwän wö péi nœ duõ hë diänr.
B:

那我们就一醉方休吧。

Nà wömen jiù yí zuì fãng xiÆ ba.
A: 今晩一緒にもっと飲みましょう。
B: じゃあ，酔い潰れるまで飲もう。
➽“陪”お供する，付き添う，お相手する。“一醉方休”酔いつぶれるまで飲む。

2位

再来一杯。

もう 1 杯飲みましょう。

A*: 您真是海量，再来一杯。

Nín zhën shì häiliàng, zài lái yìbëi.
B:

不能来了，再来就多了。

Bù néng lái le, zài lái jiù duõ le.
A: 本当に酒が強いですね。もう１杯飲みましょう。
B: もう飲めないよ。これ以上飲んだら飲み過ぎになりますよ。
➽“来”食べる，飲む，買う，取る。“海量”酒に強い，酒豪。

3位

再干一杯 !

もう一杯乾杯しましょう！

A*: 来，为我们的友谊，再干一杯！

Lái, wèi wömen de yöuyì, zài gãn yì bëi!
B:

干杯！

Gãnbëi!
A: さあ，私たちの友情のためにもう一杯乾杯しましょう。
B: 乾杯！
➽“来”《人を促して》さあ。“为”〜のために。

【ポイント】
★ 中国でお酒を勧めるときには， 敬您一杯。 Jìng nín yìbëi.（１杯差し上げましょう）とよく言う。
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Disc 3

16
02

5-32

勧める（3）：いい場所を勧める

いいところですよ
あきらめている人に
1位

…是个好地方。

〜は，いいところですよ。

A*: 京都可是个好地方。

JïngdÆ kå shì ge häo dìfang.
B:

那下次我一定去京都看看。

Nà xiàcì wö yídìng qù JïngdÆ kànkan.
A: 京都はとってもいいところですよ。
B: じゃあ，次回必ず京都へ行ってみるよ。
➽“可”《語気を強めて》本当に，実に，とても。

2位

…值得去。

〜は行く価値があります。

A*: 台北故宫真值得去。

Táibåi gùgõng zhën zhíde qù.
B:

我打算寒假去台湾。

Wö däsuan hánjià qù Táiwãn.
A: 台北故宮博物院は，本当に行く価値がありますよ。
B: 冬休みに台湾へ行く予定なんです。
➽“值”価値がある，値する。

你一定得去一趟。

Ⅴ 意見・ 提案・催
促・注意・勧誘

3位

是非行ってください。

A*: 凤凰古城很有情调 , 很漂亮，你一定得去一趟。

Fènghuáng gŒchéng hån yöu qíngdiào, hån piàoliang, nœ yídìng dåi qù yí tàng.
B:

我没听说过这个地方啊。

Wö méi tïngshuõguo zhège dìfang a.
A: 鳳凰古城は情緒があり，すばらしいところなので，是非行ってください。
B: その場所は聞いたことがないですねえ。
➽“得”～ねばならない，～する必要がある。“漂亮”見事な，立派な，すばらしい；美しい，きれい。

【ポイント】
★ ある場所へ行く値打ちがある，行くべきだと助言をするとき， …可以去一趟 kåyœ qù yï tàng とも言
うが， …一定得去一趟 のほうが強く勧めるニュアンスがある。
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Disc 3

20
01

3-01
6-05 休日を計画する（1）
お願い（5）：他人に丁寧に依頼するとき

〜していただけませんか。
1位

A:

能不能…？

〜していただけませんか。

电话里说不清楚，您能不能来一下？

Diànhuà li shuõ bù qïngchu, nín néng bu néng lái yíxià?
B*: 没办法，那我去一趟吧。

Méi bànfä, nà wö qù yítàng ba.
A: 電話でははっきり伝えにくい話なので，こちらに来ていただけませんか。
B: 仕方がないですね，じゃあ，伺いましょう。
➽“清楚”はっきりとした，明確な。“没办法”仕方がない，しょうがない。

2位

A:

…, 可以吗？

〜していただけませんか。／〜してもよろしいでしょうか。

借我用一下电子词典，可以吗？

Jiè wö yòng yíxià diànzœ cídiän, kåyœ ma?
B*: 用吧。

Yòng ba.
A: ちょっとボールペンを貸していただけませんか。
B: どうぞ。
➽“借”借りる。

3位

A:

…，好吗？

〜していただいてもよろしいでしょうか。

劳驾，让我看一下这个商品的样本，好吗？

Láojià, ràng wö kàn yíxià zhège shãngpœn de yàngbån, häo ma?
B*: 抱歉，这个商品没有样本。

Bàoqiàn, zhège shãngpœn méiyöu yàngbån.
A: すみませんが，この商品の見本を見せていただいてもよろしいでしょうか。
B: 申し訳ございません，この商品は見本がありません。
➽“劳驾”《人に頼み事をするとき》すみませんが，恐れ入りますが。“样本”見本，サンプル。
“抱歉”申し訳ございません。

【ポイント】
★ 可以吗？ の代わりに 行吗？ xíng ma? と 可不可以？ kå bu kåyœ? が使える。
★ 好吗？ の代わりに 好不好？ häo bu häo? が使える。
★ 劳驾 は，人に頼みごとをしたりするときの決まり文句なので，他人に丁寧に依頼するときよく使う。
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20
02

6-06

お願い（6）
3-02
：プロポーズするとき《男性》
元気づける・励ます（5）
Ⅵ お 願 い ・ 許可・
命令・禁止

Disc 3

私と結婚してください
1位

A:

嫁给我吧！

私と結婚してください。

嫁给我吧！ 我会爱你一辈子。

Jià gåi wö ba! Wö huì ài nœ yíbèizi.
B*: 我也喜欢你。但是，我现在还不想这么早就结婚。

Wö yå xœhuan nœ. Dànshì, wö xiànzài hái bù xiäng zhème zäo jiù jiéhÆn.
A: 私と結婚してください。一生きみを愛します。
B: あなたのことが好きですが，今はまだ結婚したいと思っていません。
➽“嫁”嫁ぐ，結婚する。“一辈子”一生，生涯。

2位

A:

我们结婚吧。

結婚しよう。

房子装修好了，我们就结婚吧。

Fángzi zhuãngxiÆ häo le, wömen jiù jiéhÆn ba.
B*: 结婚日期得跟父母商量一下啊。

JiéhÆn rìqï dåi gën fùmŒ shãngliang yíxià a.
A: 家の内装ができ上がったら，すぐ結婚しよう。
B: 結婚の日取りは，両親と相談しないといけないわ。
➽“装修”内装工事をする，模様替えをする，改装する。“好”
《結果補語として》動作の完成を示す。
“得”〜しなければならない，〜するしかない。“商量”相談する。

3位

A:

跟我结婚吧！

僕と結婚してください。

跟我结婚吧！ 我一定会好好儿待你。

Gën wö jiéhÆn ba! Wö yídìng huì häohãor dài nœ.
B*: 不行，你没房没车，我妈不会同意的。

Bùxíng, nœ méi fáng méi chë, wö mã bú huì tóngyì de.
A: 僕と結婚してください。あなたのことを必ず大事にします。
B: だめよ。あなたは家も車もないから，うちの母は，きっと賛成してくれないわ。
➽“待”待遇する，遇する。

【ポイント】
★ 我们什么时候结婚？ Wömen shénme shíhou jiéhÆn?（〔俺たち〕いつ結婚する？），你什么时候能嫁给我？
Nœ shénme shíhou néng jià gåi wö?（いつ俺の嫁になれるの？）などの言い方もある。
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Disc 3

38
01

3-01
7-25

休日を計画する（1）
計画・予定・スケジュール（25）
：見込みを話し合う

見込みはどうですか
1位

A:

能完成吗？

見込みはどうですか。／完成できますか。

这本书十月以前能完成吗？

Zhè bån shÆ shíyuè yœqián néng wánchéng ma?
B*: 我看够呛，年底之前应该能完成。

Wö kàn gòuqiàng, niándœ zhïqián yïnggãi néng wánchéng.
A: この本，10 月までに完成できますか。
B: それは無理ですよ，年末までには完成できます。
➽“能”《能力・条件から》〜できる。“完成”完成する，でき上がる。“够呛”やりきれない；
たまらない。“应该”《客観的状況から推して当然》〜はずだ

2位

有希望吗？

望みはありますか。

A*: 您觉得下个星期交稿，有希望吗？

Nín juéde xià ge xïngqï jião gäo, yöu xïwàng ma?
B:

没问题，现在正在校对。

Méi wèntí, xiànzài zhèngzài jiàoduì.
A: 来週，原稿をいただきたいと思いますが，見込みはどうですか。
B: 問題ないでしょう，いま校正中です。
➽“希望”希望，望み。“校对”校正する；照合する，チェックする

3位

A:

能成功吗？

＊“校 jiào”の発音に注意。

うまくいくでしょうか。

我们制定的销售计划能成功吗？

Wömen zhìdìng de xiãoshòu jìhuà néng chénggõng ma?
B*: 先试试看吧。

Xiãn shìshi kàn ba.
A: 我々が立てた販売計画はうまくいくでしょうか。
B: まずやってみましょう。
➽“制定”（計画を）立てる，
（法律などを）制定する，
（規約などを）取り決める。“试试看”試
しにやってみる。

【ポイント】
★ いずれも完成する可能性があるかどうかを尋ねるときに使う。
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Disc 3

38
02

7-26

計画・予定・スケジュール（26）
3-02 元気づける・励ます（5）
：計画の変更を話し合う

キャンセルします
1位

A:

取消

取り消す，取りやめる，キャンセルする

由于天气的原因，今天的郊游取消了。
Ⅶ 計画・ 予 定 ・
スケジ ュ ー ル

Yóuyú tiãnqì de yuányïn, jïntiãn de jiãoyóu qŒxião le.
B*: 太遗憾了！ 希望明天是晴天。

Tài yíhàn le!

Xïwàng míngtiãn shì qíngtiãn.

A: 天気が悪いので，今日の遠足は中止します。
B: 残念ですね！ 明日は晴れるといいですね。
➽“由于”《原因を表して》〜なので，〜のために。“原因”原因，せい。

2位

不做了

やめた

A*: 这个项目怎么不做了？

Zhège xiàngmù zånme bú zuò le?
B:

因为对方提出的条件太苛刻了。

Yïnwèi duìfãng tíchÆ de tiáojiàn tài këkè le.
A: このプロジェクト，どうしてやらないことになったのですか。
B: 相手の出した条件が厳しすぎるからだよ。
➽“因为”～なので，～だから；～のせいで，～のために。“苛刻”（条件や要求が）高い，厳しい，
過酷である，容赦がない。

3位

A:

停止 《具体的な動作・行為を》やめる

这种做法应该马上停止！

Zhè zhöng zuòfä yïnggãi mäshàng tíngzhœ!
B*: 我同意，大家都反对这种不民主的做法。

Wö tóngyì, dàjiã dõu fänduì zhè zhöng bù mínzhŒ de zuòfä.
A: こんなやり方は即刻やめるべきだ！
B: 賛成です，みんなもこんな非民主的なやり方には反対しています。
➽“做法”やり方。

【ポイント】
★ いずれも何らかの原因で，以前の予定などを取り消すときに使う。
★ 停止 はやや堅い言い方で，耐えがたいほどやめたいときに使う。
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Disc 3

54
01

8-25

ホテルで（2）：ルームキーについて

ルームキー
1位

房间钥匙

部屋の鍵，ルームキー

A*: 您的房间是 1505，这是您的房间钥匙。

Nín de fángjiãn shì 1505, zhè shì nín de fángjiãn yàoshi.
B:

谢谢。电梯在哪儿？

Xièxie. Diàntï zài när?
A: お客様のお部屋は 1505 号室です，これがルームキーです。
B: ありがとう。エレベーターはどこですか。
➽“钥匙”鍵，キー。“电梯”エレベーター。

2位

房卡 （カード式）ルームキー

A*: 我的房卡找不到了。

Wö de fángkä zhäobudào le.
B:

您的房间号码是多少？

Nín de fángjiãn hàomä shì duõshao?
A: カードキーが探しても見当たりません。
B: お客様の部屋番号は何番ですか。
➽“找不到”見つからない。

3位

钥匙牌（儿）部屋の鍵，ルームキー

A*: 我要出去一下，钥匙牌可以寄存吗？

Wö yào chÆqu yíxià, yàoshi pái kåyœ jìcún ma?
B:

当然可以。

Dãngrán kåyœ.
A: ちょっと出かけます，キーは預けてもいいですか。
B: もちろんです。
➽“要”～したい，～するつもりだ。“寄存”（一時的に）預ける。

【ポイント】
★ 最近では，カードキーを使うところも増えてきました。
★ 钥匙 はどこでも使えるので，覚えたほういいでしょう。
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Disc 3

54
02

8-26

ホテルで（3）：部屋の変更を願い出る

部屋を替えたいのですが
1位

A:

我想换个房间。

部屋を替えたいのですが。

这个房间太暗了，我想换个房间。

Zhège fángjiãn tài àn le, wö xiäng huàn ge fángjiãn.
B*: 我来查一下儿，看看有没有空房间。

Wö lái chá yíxiàr, kànkan yöu méiyöu kòng fángjiãn.
A: この部屋は暗すぎるので，部屋を替えたいんですけど。
B: 空き部屋があるかどうか，ちょっと調べてみます。

2位

我想要…的房间。

〜〔条件を出して〕部屋にしたいのですが。

A*: 我想要能看见夜景的房间。

Wö xiängyào néng kànjiàn yèjœng de fángjiãn.
B:

对不起，这种房间全部被预订了。

Duìbuqœ, zhè zhöng fángjiãn quánbù bèi yùdìng le.
A: 夜景が見える部屋にしたいのですが。
B: すみません，そのような部屋は全部予約でいっぱいです。
➽“被”〜される。

3位

能不能给我…的房间？

〜〔条件を出して〕部屋にしていただけますか。

A*: 能不能给我一个向阳的房间？

Néng bu néng gåi wö yí ge xiàngyáng de fángjiãn?
B:

对不起，向阳的客房全满了。

Duìbuqœ, xiàngyáng de kèfáng quán män le.
A: 日当たりがよい部屋にしていただけますか。
B: すみません，南向きの部屋は満室です。
➽“向阳”（南向きで）日当たりがよい，南向きの。

【ポイント】
★ 何らかの原因で自分の部屋に満足していないときに使う。
能不能给我…的房间 のように，具体的に条件を出したほうがいいでしょう。
★ 我想要…房间
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Ⅷ 公共の場で

➽“换”交換する，取り替える。“查”（データなどを）調べる，
（辞書などを）引く；
（照合して）
検査する，チェックする。

Disc 3

64
01

3-01
9-15

休日を計画する（1）
電話（１）
：電話で連絡する

電話で連絡する
1位

打电话联系

電話で連絡する

A*: 去之前，我给你打电话联系。

Qù zhïqián, wö gåi nœ dä diànhuà liánxì.
B:

好的。我等你电话。

Häode. Wö dång nœ diànhuà.
A: 行く前に，電話で連絡します。
B: いいですよ。お電話，待っています。
➽“打电话”電話をする。“联系”連絡（する）；結びつける，結びつく，関係する，つながる。

2位

A:

用电话联系

電話で連絡する

你怎么跟中国客户联系呢？

Nœ zånme gën zhõngguó kèhù liánxì ne?
B*: 在网络上联系或者用电话联系，而且都是用汉语。

Zài wängluò shang liánxì huòzhå yòng diànhuà liánxì, érqiå dõu shì yòng HànyŒ.
A: どのように中国の取引先と連絡を取るのですか。
B: ネットで連絡するか，あるいは電話で連絡します。会話は全部中国語を使っています。
➽“打电话”電話をする。“而且”そのうえ，さらに，しかも。

3位

给…打电话

〜に電話する

A*: 下班后我给你打电话。

Xiàbãn hòu wö gåi nœ dä diànhuà.
B:

好的。等你电话。

Häode. Dång nœ diànhuà.
A: 仕事が終ったら，電話するわ。
B: OK。電話待っているね。
➽“给”〜に対して，〜に向かって。

【ポイント】
★ 接电话 jië diànhuà は「電話に出る」。
★ 回电话 huí diànhuà は「折り返し電話をする」。
★ 留言电话 liúyán diànhuà は「留守番電話」。
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Disc 3

64
02

9-16

電話（２）
3-02
：携帯電話にメールを送信する
元気づける・励ます（5）

携帯にメールを送信する
1位

A:

发短信

携帯メールを送る

你为什么没给我发短信呢？

Nœ wèishénme méi gåi wö fã duänxìn ne?
B*: 我怕打扰你工作啊。

Wö pà däräo nœ gõngzuò a.
A: どうして携帯電話にメールを送信してくれなかったの？
B: お仕事の邪魔になると心配したので…。
➽“短信”ショートメッセージ，携帯メール。“怕”心配する，気にする。“打扰”邪魔をする。

2位

A:

给手机发信息

携帯電話にメールを送る

在网上预定好宾馆后，网站会给手机发信息通知你。

Zài wängshàng yùdìng häo bïnguän hòu, wängzhàn huì gåi shöujï fã xìnxï tõngzhï nœ.
Wängshàng yùdìng yòu piányi yòu fãngbiàn a.
A: ネットでホテルの予約が確定したら，そのサイトからきみの携帯電話にメールを発
信して知らせがくるよ。

B: ネットで予約すれば，安いし便利ですね。
➽“网站”サイト。“通知”知らせる，連絡する，通知する。

3位

A:

给手机发留言

携帯電話にメッセージを送る

不太复杂的事情我都给手机发留言，这样可以省很多话费。

Bú tài fùzá de shìqing wö dõu gåi shöujï fã liúyán, zhèyàng kåyœ shång hån duõ huàfèi.
B*: 你的智能手机发留言一定更方便吧。

Nœ de zhìnéng shöujï fã liúyán yídìng gèng fãngbiàn ba.
A: あまり複雑でないことだったら，携帯電話にメールを送ります。こうすればだいぶ
電話代を節約できますし。

B: あなたのスマホでメッセージを送るのは，きっともっと便利なんでしょうね。
➽“留言”メッセージ（を残す），言付け（する），伝言（する），書き置き（する）。“话费”電話代。
“更”ますます，もっと。

【ポイント】
★ 给我短信。 Gåi wö duänxìn.， 给我留言。 Gåi wö liúyán. は，「携帯電話にメールをください」の意味。
★ 消除 xiãochú は「削除する」， 转发 zhuänfã は「転送する」の意味。
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Ⅸ 情報の交換

B*: 网上预定又便宜又方便啊。

【A】

别惦记。 Bié diànjì. ...............................155

AA 制 AA zhì ..........................................292

别发脾气 ! Bié fã píqi! ...........................308

爱… ài ... .................................................108

别发火！ Bié fãhuö! . .............................308

爱好 àihào ...............................................112

别搞错了 bié gäocuò le ..........................300

爱人 àiren ..................................................61

别拐弯抹角了。 Bié guäi wãn mò jiäo le.

安家 ãnjiã ................................................351

............................................................306

安心了。 Ãnxïn le. .................................128

别害怕！ Bié hàipà! ...............................159

按预定时间 àn yùdìng shíjiãn ................360

别胡说。 Bié húshuõ. . ...........................298

按时 ànshí ...............................................360

别慌 ! Bié huãng! ....................................301

懊悔 àohuœ ...............................................147

别灰心。 Bié huïxïn. ..............................166
别假装不知道。 Bié jiäzhuãng bù zhïdào.

【B】

............................................................307

把…递给我 bä ... dìgåi wö .....................375

别紧张 ! Bié jœnzhãng! . ..........................302

拜拜！ Báibái! ..........................................32

别靠别人。 Bié kào biéren. ...................303

百分之百没问题 bäifënzhï bäi méi wèntí

别客气。 Bié kèqi. ...................................28

.............................................................235
帮我算一下账。 Bãng wö suàn yíxià
zhàng. . ................................................391

别累坏了。 Bié léihuài le. .....................153
别乱说。 Bié luànshuõ. . ........................298
别闷闷不乐了。 Bié mènmèn-búlè le.

棒 bàng ....................................................182

............................................................305

保证 bäozhèng . .......................................249

别难为情。 Bié nánwéiqíng. .................163

保重 bäozhòng ..........................................38

别弄错了 bié nòngcuò le ........................300

抱歉 bàoqiàn ...........................................102

别气馁。 Bié qìnåi. ................................166

被骗了 bèi piàn le ...................................138

别绕弯子。 Bié rào wãnzi. ....................306

笨蛋 bèndàn ............................................196

别生气 ! Bié shëngqì! .............................308

必须 bìxÆ . ...............................................229

别说了。 Bié shuõ le. . ...........................212

标致 biãozhì ............................................172

别送了。 Bié sòng le. . .............................37

表示歉意 biäoshì qiànyì .........................106

别太费心。 Bié tài fèixïn. . ......................22

别… bié ... ...............................................328

别太累了。 Bié tài lèi le. .......................153

别不好意思。 Bié bù häoyìsi. ...............163

别太拼命了。 Bié tài pïnmìng le. . ........153

别愁了。 Bié chóu le. ............................305

别往心里去。 Bié wäng xïnli qù. ..........107

别担心。 Bié dãnxïn. .............................155

别忘了。 Bié wàng le. . ..........................299
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别瞎说。 Bié xiãshuõ. . ..........................298

不用担忧。 Búyòng dãnyõu. .................155

别嫌难看。 Bié xián nánkàn. . ...............163

不用客气。 Búyòng kèqi. ........................22

别想不开。 Bié xiängbukãi. ..................305

不用怕！ Búyòng pà! .............................159

别泄气。 Bié xiè qì. ...............................166

不用送了。 Búyòng sòng le. ...................37

别依赖别人。 Bié yïlài biéren. ..............303

不正常 búzhèngcháng . ...........................237

别着急！ Bié zháojí! ..............................301

不成体统 bù chéng tœtöng .......................139

别装糊涂。 Bié zhuãng hútu. ................307

不感兴趣 bù gän xìngqù .........................113

别装傻。 Bié zhuãngshä. .......................307

不公平 bù gõngpíng . ..............................270

病情怎么样？ Bìngqíng zånmeyàng? ......53

不关心 bù guãnxïn ..................................113

不凑巧 Bú còuqiäo .................................149

不好表态 bù häo biäotài .........................223

不对 bú duì . ............................................217

…不好使了。 ... bù häo shœ le. . ..............390

不会 bú huì . ............................................238

不好说 bù häo shuõ ................................223

不会吧？ Bú huì ba? ..............................236

不好意思 bù häoyìsi .......................102, 130

不会有问题的。 Bú huì yöu wèntí de.

不好意思，事先没联系就来了。 Bù

.............................................................165

häoyìsi, shìxiãn méi liánxì jiù lái le. .....20

不记得 bú jìde . .......................................232

不和睦 bù hémù ......................................275

不见老 bú jiàn läo ...................................175

不可能 Bù kånéng . .................................238

不利于… bú lìyú ... ................................269

不能答应 bù néng dãying .......................243

不清楚 bú qïngchu ..................................231

不融洽 bù róngqià . .................................123

不是 bú shì ..............................................217

不容易 bù róngyì ....................................259

不像话 bú xiànghuà ................................139

不识趣 bù shíqù ......................................205

不要紧 bú yàojœn . ...................................157

不识相 bù shíxiàng .................................205

不要紧吧？ Bú yàojœn ba? .....................145

不舒服 bù shÆfu. .....................................122

不一般 bú yìbãn ......................................261

不想了。 Bù xiäng le. ............................252

不愿意走 bú yuànyì zöu ...........................40

不像… bú xiàng ......................................178

不做了 bú zuò le .....................................355

不晓得 Bù xiäode ...................................231

不必麻烦。 Búbì máfan. . ........................22

不知道 bù zhïdào ....................................231

不愧是… búkuì shì ... .............................186

不知道怎么感谢…才好 bù zhïdào zånme

不要… búyào ... ......................................328

gänxiè cái häo. ....................................101

不要客气。 Búyào kèqi. .........................28

不中听 bù zhõngtïng . .............................210

不用 búyòng ............................................230

不妨… bùfáng ... . ...................................312
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