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はじめに

　中国語の世界へようこそ。

　この教材は 15 回授業完結の医療系学生向けの中国語入門書として、中国語の基礎を身
につけることを目指しています。
　授業は、みなさんの主体的活動を中心に、「話す、聞く、話し合う、報告する、説明する、
発表する」などの活動を積極的に行います。中国語のみならず、医療現場に必要なコミュ
ニケーション能力や協同技能を身につけ、社会に出る準備をしましょう。
　そのため、この教科書では、協同学習という学習法（教授法）を採り入れています。

協同学習とは

　協同学習とは、協同を促進する学習法です。主にグループ活動を通じて、互いに学び
合い、助け合い、励まし合い、認め合い、高め合います。協同で楽しく中国語を学び合う
ことによって、中国語の基礎を効果的に習得できるばかりか、コミュニケーション力や協
同する力を身につけることもできるのです。
　みなさんはこれから、協同学習で中国語を学びはじめます。常に主体的に参加しながら
学習内容を身につけていくので、退屈している暇はありません。バリエーションに富んだ
協同学習によって語学学習の楽しさが倍増し、学習意欲も向上することでしょう。また協
同で学び合うことによって、グループ内に仲間意識や連帯感、責任感が湧いてきます。授
業の雰囲気も主体的で、活気に溢れたものになるでしょう。

　協同学習の授業活動では、下記のような点に留意してください。

①  2 人で交互にほぼ同じ時間を使って話す。（ペアワーク）
②  4 人で順番に話す。（グループワーク）
③ メンバーの話をよく聴き、さえぎらない。
④ さえぎりたくなったら心のノートを取って待つ。
⑤ 助け合い、励まし合い、認め合う。
⑥ ともに学ぶ仲間に感謝の気持ちを持つ。
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授業活動の説明

◆グループ作り
　グループの作り方はたくさんあります。２つの例を紹介しましょう。

１．�円陣を組んでランダムに 4人グループを作ります。円陣の並び方は、誕生日順、出身
高校や名前のアルファベット順など、先生が決めます。
4人グループを 7組作るには、①円陣で時計回りに１～７を数えます。②同じ番号の
人が 4人集まって 1グループとなります。

２．�トランプカードを使います。4人グループを10組作るには、A～10の 40枚をよく切っ
てから、1人に 1枚引いてもらって、同じ数字の♥♦♠♣の 4人が 1グループとなり
ます。

　グループを作ってから、時計回りに①�②�③�④の順番をつけましょう。これによって、�
①�②/③�④、①�④ /②�③、①�③ /②�④という 3種類のペアと、４人グループの活動がで
きます。グループは 5回ごとに組替えをすることをお勧めします。

◆ペアワーク
　2人組のエクササイズです。ペアを変え、なるべく多くの人とコミュニケーションをし
ましょう。グループ内で隣ペア①�② / ③�④、前後（対面）ペア①�④ / ②�③、斜向かいペ
ア①�③ / ②�④の組み方があり、必要に応じて活用します。
　また、補充手段や授業の雰囲気作りとして、移動して、グループ以外のクラスメンバー
とペアを組むことで活動します。

◆グループワーク
　4人組のエクササイズです。話し合いやエクササイズでは、X番の人から時計回りで順
番に回します。X番は先生が決めます。
　また、X番が他のグループへ出張して説明した後、元のグループに戻って報告します。
これによって学習内容の理解を深めることができます。
　そしてグループ代表の発表によって他のグループを意識し、学習意欲を引き出すことが
できます。ひいては、学生の責任感を育めるでしょう。

① ②
④ ③

ブック 1.indb   4 2018/08/09   13:24:59



5 

各課の構成と学習の進め方

◆発音
　第 1～ 4課の各課の最初に発音があります。グループで繰り返し音読し、難しいものは
教え合いながら練習しましょう。
◆会話
　対話文です。まずペアやグループで日本語に訳し、内容を理解しましょう。そして、ペ
アやグループで音読や通訳を繰り返し練習し、発表できるようにしましょう。
◆新出語句・補足語句
　中国語の漢字、ピンインと日本語の意味をグループでよく確認し、音読しましょう。下
記Web サイトに、各課語句の「簡体字�―�ピンイン」「簡体字�―�日本語」を用意していま
す。授業外での自主的な利用を期待します。

https://quizlet.com/join/dUdPYY77b

◆表現
　各課の重要な言語表現や文法、文型の簡潔な説明と例文です。グループでよく理解して、
メンバーに説明できるようにしましょう。また、各表現にそれぞれ練習を用意したので、
ペア、グループでよく練習しましょう。
◆覚えましょう
　各課の主な内容をまとめた文章です。グループ 4人で文章を翻訳し、音読しましょう。
また、その内容を覚えましょう。
◆中国医療事情
　中国の医療事情に関する読み物です。グループで一緒に読んで理解し、関連内容を調べ
て日本との相違について話し合いましょう。
◆ドリル
　リスニング、スピーキング、漢字ドリル、会話問題、作文問題などを用意しました。各
自で解答してからグループ 4人で答え合わせをして、最終的な解答を決めましょう。
　みなさんが中国語学習を通じて、コミュニケーション能力や異文化能力を備えた、協同
できる職業人、社会人、地球市民に育ってくれることを祈ってやみません。

　本教材の出版にあたり、白帝社の十時真紀さんに大変お世話になりました。記して心よ
り感謝申し上げます。

　2018 年 8 月� 著　者
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１ 　複母音

ai ei ao ou

ia ie ua uo üe

iao iou uai uei

グループワーク

① 音声を聞きながら、各自、上記の複母音を発音しましょう。
② グループ 4人で時計回りに、1人 1つずつ発音しましょう。
③ Ｘ番の後について、グループ 4人で一緒に発音しましょう。

２ 　声調の表記
（１）a�＞�o�＞�e�＞�i　u　ü�の順に母音の上につける。
（２）iu、�uiの場合、後の母音の上につける。
（３）i�は点をとって声調符号をつける。

11

第2課　どうなさいましたか

　 �表記上の留意点

子音の後ろの iu、uiは、実際には iou�、uei�であり、o、eは省略されている。
　例：六 liù　水 shuǐ

発　音
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会　話

护士：怎么了？
Zěnme le?

患者：头疼，嗓子也疼。
Tóu téng, sǎngzi yě téng.

护士：发烧吗？
Fāshāo ma?

患者：发烧。
Fāshāo.

护士：多少度？
Duōshao dù?

患者：三十八度五。
Sānshibā dù wǔ.

新出語句

怎么 zěnme どう、どのように
了 le ～た（変化や完了を表す）
怎么了 zěnme le どうしましたか
头 tóu 頭
疼 téng 痛い

嗓子 sǎngzi のど
也 yě ～も
发烧 fāshāo 熱がある
多少 duōshao どのくらい、何～
度 dù ～度

14

12

13
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表　現

1．挨拶②

谢谢！  不客气。

Xièxie! Bú kèqi.

对不起。  没关系。

Duìbu qǐ. Méi guānxi.

ペアで練習しましょう

A：谢谢！　　　B：不客气。

A：对不起。　　B：没关系。

2．数字の言い方

0
líng

　　1
yī

　　2
èr

　　 3
sān

　　4
sì

　　 5
wǔ

　　6
liù

　　7
qī

　　8
bā

　　9
jiǔ

 1
shí
0  2

èrshí
0   3

sānshí
0   4

sìshí
0   5

wǔshí
0

6
liùshí
0 　　　 7

qīshí
0 　　　 8

bāshí
0 　　　 9

jiǔshí
0 　　　1

yìbǎi
00

グループ 4人で練習しましょう

① グループ４人で時計回りに、1人 1つずつ 1から 100 まで数えましょう。
② X番が日本語で数字を言って、残る 3人で競い合って中国語で言いましょう。

ペアワーク

15

グループワーク
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ペアで練習しましょう

電話番号

� 0123-98-7654

携帯番号

� 090-1234-5678

学籍番号

� 216MM097　　184MN035

    　覚えましょう

我头疼，嗓子也疼，发烧，三十八度五。

補足語句

谢谢 xièxie ありがとう
不客气 bú kèqi どういたしまして
对不起 duìbu qǐ すみません
没关系 méi guānxi かまいません
病 bìng 病気

牙 yá 歯
腰 yāo 腰
腿 tuǐ 足
咳嗽 késou 咳が出る

ペアワーク

16

中国の病院事情

　日本では全ての検査や治療を終えた上で一括の精算をしますが、中国の一般病院の
外来では、その都度精算を行います。一般外来ではまず受付で問診料（10 元くらい）
を支払い、その後医師の診察を受け、例えばレントゲン検査が必要と言われた場合
は、会計で先に料金を払ってからレントゲンの撮影をします。このようなシステムな
ので、病院が混雑している時は料金を支払うたびに何度も行列に並ばなければなりま
せん。近年では都市部の主要な病院で外国人や中国の富裕層向けの特別外来が設けら
れています。患者数が少ないため診察がスムーズに進みます。
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ドリル

1リ スニング

（１）複母音の聞き分け：発音されたものに○をつけなさい。

① gāo　gōu	 ② huó　huá	 ③ bài　bèi	 ④ xiǎo　xiǔ

⑤ qiē　quē	 ⑥ lòu　luò	 ⑦ jiāo　juē	 ⑧ sōu　suō

（２）声調の聞き分け：発音を聞いて、声調をつけなさい。

① 咖啡 kafei	 ② 手机 shouji	 ③ 没有 meiyou

④ 美国 Meiguo	 ⑤ 火锅 huoguo	 ⑥ 电视 dianshi

2ス ピーキング：下線を置き換えて練習しなさい。

（１）A：你怎么了？  B：头疼。（病了 /牙疼 /腰疼 /腿疼 /咳嗽）

（２）A：发烧吗？多少度？  B：发烧，38 度。（37.6 / 39 / 38.5）

3漢 字ドリル：日本語と中国語の漢字を練習しなさい。

日本語漢字 中国語漢字

么

頭 头

発 发

焼 烧

対 对
�

17
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4会 話問題：次の質問の答えを中国語で書きなさい。

（１）你怎么了？   

（２）你发烧吗？   

（３）你头疼吗？   

（４）你嗓子疼吗？   

5作 文問題：次の日本語を中国語に訳しなさい。

（１）ありがとうございます。　―　どういたしまして。

（２）すみません。　―　かまいません。

（３）何度ですか。　―　38 度です。

（４）頭が痛くて、のども痛いです。

6選 択問題：次の文の（　　）に最も適当なものを選びなさい。

（１）中国の首都は北京である。中国の行政区は大別すると、省、自治区、直轄市と特
別行政区に分けられるが、2つの特別行政区は香港と（　　）である。

① 上海　　　② 澳門　　　③ 天津　　　④ 重慶

（２）中国では携帯電話番号や自動車のナンバープレートなど、縁起の良い数字の並び
は高い値段で取引されることがある。中国で一番縁起の良い数字は（　　）であ
る。

① 5　　　② 7　　　③ 8　　　④ 9
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