
はじめに

本書は中国語の基礎知識を学ぶ初心者のためのテキストで、全体は発音編のほかに、十一課か
らなり、週一回の授業で、一年間で学び終える構成となっています。本書の特色は以下のとおり
です。

四つの明確な目標を設定

全体は四つの「ユニット」に分けられ、それぞれ「きれいな発音で自己紹介しよう」、「自分の
生活について話そう」、「趣味・好みについて語ろう」、「予定、感想について話そう」という明確
な目標を決めて、ステップバイステップで学習を進めていくことによって、各段階の成果を点検
し、達成感をもたせます。
統一ストーリーと自然な会話

会話文は、日本人大学生鈴木俊介さんと井上美玲さんの留学生活と交友に基づいて展開し、な
るべく現代の若者の生活を反映するように工夫されています。様々な場面での自然な会話を習得
する一方、さながら一種の疑似留学体験にもなります。
丁寧・明晰な文法解説

中国語の基礎文法、基本文型、各種品詞、構文の特性について、できるだけ丁寧かつ明晰に解
説し、規範・重複・連想という言語学習の三要素をふまえて、文型の規範を示し、置き換え練習
を設けて、文型に習熟し、作文力を高めてもらいます。
多様な練習問題

コミュニケーションの実力を身につけてもらうために、イラストを取り入れて多種多様な練習
問題を用意しました。
「コラム」では、中国の歴史、文化、風俗習慣などを紹介しています。

言語教育は一種の実験です。理論を実践と結びつけて検証していかなければなりません。本書
をお使いになる方々に、ぜひ貴重なご意見をお寄せ下さるようお願い申し上げます。
最後に、本テキストの編集にあたって、細部にわたっていろいろと貴重な助言をして頂いた白
帝社の岸本詩子さんに心より感謝申し上げます。

著者識　　2018 年春
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我是日本人。

⃝基本文型⃝

□ 我　是　日本人。
Wǒ     shì      Rìběnrén.

□ 我　不　是　中国人。
Wǒ     bú     shì   Zhōngguórén.

□ 我　叫　张　刚。
Wǒ    jiào   Zhāng Gāng.

□ 她　是　我　学姐。
Tā     shì     wǒ     xuéjiě.

□ 您　也　是　学生　吗？
Nín    yě     shì   xuésheng   ma?

⃝会話1⃝
（鈴木俊介さんは北京に留学中の大学生です。ある日、大学の先輩である井上美

み

玲
れい

さんを連れて、友人

張剛さんのホームパーティーに行きました。二人はそこで張さんの友人王博さんと知り合います。）

铃木　俊介：	 你　好！ 小张，　她　是　美玲。
Língmù Jùnjiè: Nǐ     hǎo!    XiǎoZhāng,    tā     shì    Měilíng.

张　刚：	 你　好！ 你　是　中国人　吗？
Zhāng Gāng: Nǐ     hǎo!       Nǐ     shì   Zhōngguórén   ma?

井上　美玲：	 不，　我　不　是　中国人。　我　姓　井上，　叫　
Jǐngshàng Měilíng: Bù,       wǒ      bú     shì   Zhōngguórén.   Wǒ    xìng  Jǐngshàng,    jiào 

 井上　 美玲。　我　是　日本人。
 Jǐngshàng  Měilíng.      Wǒ     shì      Rìběnrén.

张：	 哦，　欢迎，　欢迎！ 我　叫　张　刚。　他　是　
Zhāng: Ó,       huānyíng,   huānyíng!    Wǒ    jiào   Zhāng Gāng.     Tā     shì 

 我　的　朋友。
 wǒ     de    péngyou.

第 一 课

Ａ-

29
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铃木、井上：	 你　好！
Língmù、 Jǐngshàng: Nǐ      hǎo!

王　博：	 你们　好！
Wáng Bó: Nǐmen    hǎo!

铃木：	 你　叫　什么　名字？
Língmù: Nǐ     jiào    shénme    míngzi?

王：	 我　叫　王　博。
Wáng: Wǒ    jiào   Wáng   Bó.

（張剛さんは鈴木さんをそばに呼んで小さい声で聞きました。）

张：	 铃木，　美玲　是　你　女朋友　吗？ 她　很　
Zhāng: Língmù,    Měilíng    shì      nǐ    nǚpéngyou   ma?       Tā    hěn 

 漂亮！
 piàoliang!

铃木：	 不，　她　是　我　学姐，　她　是　东京　工业　
Língmù: Bù,       tā     shì     wǒ     xuéjiě,       tā      shì   Dōngjīng   gōngyè 

 大学　的　学生。
 dàxué      de    xuésheng.

（井上美玲さんは王博さんの職業を聞きました。）

井上：	 王　 先生，　您　也　是　学生　吗？
Jǐngshàng: Wáng  xiānsheng,   nín     yě     shì   xuésheng  ma?

王：	 不　是，　我　是　公司　职员。　叫　我　小王　
Wáng: Bú     shì,       wǒ     shì     gōngsī    zhíyuán.    Jiào     wǒ   XiǎoWáng 

 吧。
 ba.

井上：	 好，　小王，　初次　见面，　请　多　指教！
Jǐngshàng: Hǎo,   XiǎoWáng,    chūcì    jiànmiàn,    qǐng   duō     zhǐjiào!

王：	 别　客气！ 请　坐！
Wáng: Bié      kèqi!        qǐng    zuò!
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新しい単語
Ａ-

30 你好 nǐ hǎo 語句　こんにちは。
小 xiǎo 接頭辞。年下の人の姓の前につけ
て親しみを表す。～さん、～君。
张 Zhāng 固　（中国人の苗字）張

ちょう

。
她 tā 人・代　彼女。
美玲 Měilíng 固　（人名）美玲。
你 nǐ 人・代　あなた。
是 shì ①　動　判断を示す。～である、
です。　②　肯定の返答。はい、そうです。
中国人 Zhōngguórén 名　中国人。
吗 ma 文末・助　疑問の語気を表す。～
か。
不 bù 副　①　否定の意味を表す。～でな
い、～しない。　②　否定の返答。いいえ、
違います。
我 wǒ 人・代　私。
姓 xìng 動　（姓を）～という。
井上 Jǐngshàng 固　（日本人の苗字）井
上。
叫 jiào 動　（フルネームを）～という。
日本人 Rìběnrén 名　日本人。
哦 ó 感　（半信半疑の気持ちを表す時に発
する言葉。）おや、え。
欢迎 huānyíng 動　歓迎する。挨拶に使
う時は「ようこそ」。
张刚 Zhāng Gāng 固　張剛さん。
他 tā 人・代　彼。
的 de 助　所有、所属を示す。～の。
朋友 péngyou 名　友人。
你们 nǐmen 人・代　（二人称の複数）あ
なたたち。
什么 shénme 疑・代　①　何。　②　どん
な。
名字 míngzi 名　名前。

王博 Wáng Bó 固　王博さん。
铃木 Língmù 固　（日本人の苗字）鈴木。
女朋友 nǚpéngyou 名　ガールフレンド、
彼女。
很 hěn 副　とても。
漂亮 piàoliang 形　綺麗。
学姐 xuéjiě 名　女性の先輩（男性の先
輩：学长 xuézhǎng）。
东京 Dōngjīng 固　東京。
工业 gōngyè 名　工業。
大学 dàxué 名　大学。
学生 xuésheng 名　学生。
先生 xiānsheng 名　①　成人男性に対す
る敬称。～様。　②　高名な学者や知識人
に対する敬称。～先生。
您 nín 人・代　（二人称の敬称）あなた。
也 yě 副　～も。
公司 gōngsī 名　会社。
职员 zhíyuán 名　職員。
吧 ba 文末・助　文末につけて相談、提案、
勧誘、推量、軽い命令の意を表す。
好 hǎo 形　応答の言葉として用い、同
意・承諾を表す。はい、いいよ。
初次见面 chūcì jiànmiàn 語句　はじめま
して。
请 qǐng 動　どうぞ（～して下さい）。
多 duō 形　多い。動詞を修飾する時は、
多く、たんと、いろいろ。
指教 zhǐjiào 動　教え導く、教示する。
别客气 bié kèqi 語句　ご遠慮なく、どう
いたしまして。
请坐 qǐng zuò 語句　どうぞおかけ下さ
い。
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⃝文法と表現⃝

ここでは、中国語の語（品詞）およびそれらから成る文の構造を紹介する。中国語の文は【主
語＋述語＋目的語】という語の順番で構成されている。これから各部分の解説をする。

1 人称代名詞
代名詞とは、名詞の代わりに、人、事物、場所、方向などを指す語である。人称代名詞・指示
代名詞に大別される。よく使う人称代名詞は以下のとおり。

＊ 第一人称代名詞の複数型においては、話し手と聞き手の双方を含む “咱们 zánmen”
があり、通常日常会話でよく使われます。日本語のわれわれや私たちなどを意味す
る。

＊ 第二人称の “您 nín” は聞き手に対する尊敬語である。
＊ 第三人称の “它 tā” は非人称代名詞であり、動物や事物などを指す。
＊ 代名詞の不定称とは、言い換えれば疑問代名詞であって、その “谁” には（shéi）、
（shuí）と二通りの発音がある。shuíは shéiの本来の発音ではあるが、現在話し言葉
では shéiがよく使われる。

2 中国語の基本構文
述語
述語は主語について、その動作・作用・性質・状態などを叙述する文の成分である。中国語の
述語文は、動詞述語文と形容詞述語文に大別できる。

〇動詞述語文
動詞は事物の動作・作用・状態・存在などを表す語である。動詞が述語になっている文のこと
を「動詞述語文」という。

我姓井上。 Wǒ xìng Jǐngshàng.

我叫张刚。 Wǒ jiào Zhāng Gāng.

＊ 判断動詞 “是” は英語の「be 動詞」と同じ働きをし、【主語＋是＋名詞】の形で「～

Ａ-

31

単数 複数

第一人称 我 wǒ 我们 wǒmen　＊咱们  zánmen

第二人称 你  nǐ　＊您  nín 你们  nǐmen

第三人称 他　她　＊它  tā 他们　她们　它们  tāmen
＊不定称 谁  shéi\ shuí

Ａ-

32
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は～です」を表す。
我是日本人。 Wǒ shì Rìběnrén.

我们是公司职员。 Wǒmen shì gōngsī zhíyuán.

〇形容詞述語文
形容詞は事物の性質や状態などを表す語である。中国語では、形容詞のみで述語になれる。「be
動詞」にあたる “是” を必要としない。形容詞の前に程度を表す副詞がよく使われる。

她很漂亮。 Tā hěn piàoliang.

他很谦虚。 Tā hěn qiānxū.

汉语课有意思。 Hànyǔ kè yǒuyìsi.

我妈妈很健忘。 Wǒ māma hěn jiànwàng.

3 疑問文
“吗” 疑問文
平叙文の文末に質問・疑問を表す助詞 “吗” を用いて、相手に肯定か否定かの答えを求める疑
問文である。

你是中国人吗？ Nǐ shì Zhōngguórén ma?

你是东京工业大学的学生吗？ Nǐ shì Dōngjīng gōngyè dàxué de xuésheng ma?

汉语课有意思吗？ Hànyǔ kè yǒuyìsi ma?

4 副詞 “也”、“不” と “很”
副詞は程度、否定、範囲、頻度などを表す語である。一般的には動詞、形容詞の前に置き、述
語部分を修飾する。

・�“也” は、通常主語の直後に位置し、「も」の意味で使われるが、「～も～だ／である。」を表
す場合は判断動詞 “是” を忘れないように。
我也是中国人。 Wǒ yě shì Zhōngguórén.

・�“不” は動詞または形容詞の前に置き、「～ではない」、「～しない」の意味を表す。
我不是中国人。 Wǒ bú shì Zhōngguórén.

我不姓井上。 Wǒ bú xìng Jǐngshàng.

 

＊谦虚― 謙虚である。
＊课― 授業。

＊有意思― 面白い。
＊健忘― 忘れっぽい。

Ａ-

33

Ａ-

34
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她不健忘。 Tā bú jiànwàng.

・�“很” は形容詞の前に用い、程度の高いことを表す。
我学姐很漂亮。 Wǒ xuéjiě hěn piàoliang.

5 連体修飾の助詞 “的”
【～的＋名詞】の形で、名詞を修飾し、所有、あるいは所属関係を表す。

老师的笔记本	 lǎoshī de bǐjìběn

学生的书包	 xuésheng de shūbāo

图书馆的杂志	 túshūguǎn de zázhì

人称代名詞＋ “的” で後の名詞を修飾する場合、その名詞は「親族・人間関係」あるいは「所
属団体」の範疇の言葉であれば、“的” を省くことができる。

我的姐姐　wǒ de jiějie →    我姐姐
他的同学　tā de tóngxué → 他同学
我们的公司　wǒmen de gōngsī → 我们公司
你们的大学　nǐmen de dàxué →   你们大学

なお会話の文脈で触れている名詞を省略することもできる。
Ａ：这是你的笔记本吗？ Zhè shì nǐ de bǐjìběn ma?

Ｂ：是，这是我的。 Shì, zhè shì wǒ de.

6 中国人の呼び方
中国人同士の間でも日本の敬称「さん、さま」に似たもので呼び合う。敬称は、苗字の後に “～
先生 xiānsheng（成人男性）、～小姐 xiǎojiě（若い女性）、～女士 nǚshì（成人女性）、～太太 tàitai（既
婚の女性）、～同学 tóngxué（学生を呼ぶ時に、～さん）” をつけているのに対して、友だち、同僚
の間では苗字の前に “小 xiǎo～，大 dà～，老 lǎo～” をつける。親しい間柄の友達同士は “王博

Ａ-
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＊老师― 先生。
＊笔记本― ノート。
＊书包― 学生用カバン。

＊图书馆― 図書館。
＊杂志― 雑誌。

 

＊姐姐― 姉、お姉さん。 ＊同学― 同級生。

Ａ-

36
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Wáng Bó” “美玲 Měilíng” のように、フルネームの呼び捨て、または下の名前で呼び合うことが多
い。

7 名前の言い方
名前を尋ねる方法は、通常 “您贵姓” “你叫什么名字” の二種類がある。前者は家の名、つまり

姓を尋ねるもので、姓のみ答えればよい。後者の問いに対しては、フルネームで答えるのが普通
である。

Ａ：您贵姓？ Nín guìxìng?

Ｂ：我姓张。 Wǒ xìng Zhāng.

Ａ：你叫什么名字？ Nǐ jiào shénme míngzi?

Ｂ：我叫井上美玲。 Wǒ jiào Jǐngshàng Měilíng.

⃝置き換えて言おう⃝

［一］（国籍）你是中国人吗？

美国人（Měiguórén　アメリカ人）
韩国人（Hánguórén　韓国人）
越南人（Yuènánrén　ベトナム人）
马来西亚人（Mǎláixīyàrén　マレーシア人）
印度人（Yìndùrén　インド人）
埃及人（Āijírén　エジプト人）
法国人（Fǎguórén　フランス人）
意大利人（Yìdàlìrén　イタリア人）
巴西人（Bāxīrén　ブラジル人）
加拿大人（Jiānádàrén　カナダ人）

［二］（職業）您也是学生吗？

护士（hùshi　看護師）
司机（sījī　運転手）
会计（kuàijì　会計士）
医生（yīshēng　医者）
厨师（chúshī　料理人）

Ａ-
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教师（jiàoshī　教師）
程序员（chéngxùyuán　プログラマー）
工程师（gōngchéngshī　エンジニア）
作家（zuòjiā　作家）

⃝ドリル⃝

一　�発音を聞き（　　）内に語句を書き入れ、さらに文をピンインに書き直し、意味を日本語に
訳しなさい。

1　你是（　　　　　　　　）人吗？
2　我（　　　　　　　　）王博。
3　她不是我（　　　　　　　　）。
4　您（　　　　　　　　）井上吗？
5　你女朋友（　　　　　　　　）漂亮。

二　次のピンインの文を簡体字に直し、その意味を日本語に訳しなさい。

1　Wǒ shì Dōngjīng gōngyè dàxué de xuésheng.

2　Wǒ bú jiào Zhāng Gāng.

3　Chūcì jiànmiàn, qǐng duō zhǐjiào.

4　Nǐ jiào shénme míngzi?

5　Tāmen yě shì Rìběnrén ma?

三　次の文を中国語に訳しなさい。

1  ようこそ。
2  彼女は私の先輩でもあり、友達でもあります。
3  あなたも東京工業大学の学生ですか。
4  私のガールフレンドは会社員ではありません。
5  遠慮せず、お掛けください。

Ａ-

39

第一课　27



ユニット練習1（発音編～第二課）

一　次の文章を日本語に訳し、朗読してみよう。

大家好！ 我姓铃木，叫铃木俊介。我是日本人，是东京工业大学三年级的学生。

我的专业是信息处理。我喜欢中国，我也喜欢中国的啤酒。初次见面，请多指教！

Dàjiā hǎo! Wǒ xìng Língmù, jiào Língmù Jùnjiè. Wǒ shì Rìběnrén, shì Dōngjīng 

gōngyè dàxué sān niánjí de xuésheng. Wǒ de zhuānyè shì xìnxīchǔlǐ. Wǒ xǐhuan 

Zhōngguó, wǒ yě xǐhuan Zhōngguó de píjiǔ. Chūcì jiànmiàn, qǐng duō zhǐjiào!

Ａ-
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＊大家― みんな、みなさん。
＊三― 三。

＊年级― 学年。
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二　下に挙げた中から単語を選んで、絵の内容を中国語で説明してみよう。

唐东（Táng Dōng）／小红（XiǎoHóng）／哥哥／爸爸／铃木／北京大学／学生／

留学生（liúxuéshēng　留学生）／同学／朋友／女朋友／学姐／学妹／学长／学弟／

去（qù　行く）／家（jiā）／专业／信息处理／厨师／程序员／公司职员／护士／

漂亮／高兴（gāoxìng　うれしい、楽しい）／喜欢

ユニット練習の二　35


