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はじめに

　本テキストは，中国語を初めて学ぶ人のための初級テキストです。全体は
24 課からなり，週１回の授業で，１年間で学び終えることを想定しています。
各課は 90 分の授業で，無理なく終えることができる分量になっています。
本テキストの主な構成は，次のとおりです。

【発音編】
　発音編は４課あります。発音編の段階で何よりも大切なことは，授業中，大
きな声を出して何度も練習すること，そして自宅で，付属のCD-ROMを繰り
返し聞いて，中国語の音を聞き分ける耳を作ることです。各課には，練習問題
も豊富に用意されているので，全神経を集中させてチャレンジしましょう。約
1か月間の発音学習を通して，発音の土台をしっかりと築くことができれば，
文法編への移行がスムーズに進み，中国語がぐんぐん上達します。発音編は１
つの大きな山です。がんばって乗り越え，めりはりのあるきれいな発音を自分
のものにしてほしいと願っています。
【文法編】
　文法編は 20 課あり，各課は４つの段階で構成されています。第１段階「文
法」の項目は各課３つで，文法知識を着実に積み重ねることができるように，
難易度に配慮しながら，関連する項目をできるだけまとめて提示しました。例
文は，使用頻度の高い語彙にしぼったシンプルなものとなっています。文法説
明は，難しい用語を避けて，単純明快になるように心がけました。第２段階「本
文」では，各課の文法項目が盛り込まれた会話文を学びます。内容は，２人の
中国人大学生が話す，バラエティに富んだ日常の会話です。分量が少ないので，
暗記にも適しています。最後の１課はメールの文面になっています。第３段階
「チャレンジ」では，文法項目の定着を図るための置き換え練習を行います。
第４段階「ドリル」には，ヒアリング，コミュニケーション，文法，作文など
の力をつけるためのさまざまな練習問題が用意されています。
　文法編は，基本的な文法がほぼ網羅されています。また初歩的なコミュニ
ケーション能力を身につけることもできます。この文法編をマスターした後
は，中国語のエッセイや新聞などにチャレンジして読解力を向上させたり，中
国へ旅行や留学に行ってコミュニケーション能力を磨いたり，といった道が開
けてきます。皆さんの意欲と工夫で，中国語の世界は限りなく広がっていくで
しょう。

　最後に，本テキストの編集を担当していただいた白帝社の杉野美和さんに
は，細部にわたって貴重なアドバイスをいただきました。また，画家の張恢さ
んには，場面の雰囲気がよく伝わる味のあるイラストを描いていただき，小野
桃恵さんには，すてきな表紙をデザインしていただきました。ご協力くださっ
た皆さまに，心より感謝申し上げます。
� 2011 年秋　　
� 著者
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文　法

 １ 	 動詞“是”

Ａ　我是大学生。  	 Wǒ	 shì	 dàxuéshēng.

Ｂ　他们不是中国人。  	 Tāmen	 bú	 shì	 Zhōngguórén.

主語＋“是”＋目的語 　「～は…である」

▶否定形は，否定の副詞“不”を“是”の前に置く。

 ２ 	“吗”疑問文

Ａ　你是留学生吗 ?  	 Nǐ	 shì	 liúxuéshēng	 ma?

Ｂ　她是英语老师吗 ?　  Tā	 shì	 Yīngyǔ	 lǎoshī	 ma?

▶文末に“吗”をつけると，疑問文になる。
▶中国語の疑問文の末尾には“ ?”マークを必ずつける。

 ３ 	 名前の聞き方と答え方

Ａ　您贵姓 ?  	 Nín	 guìxìng?

　　――我姓陈。  	 Wǒ	 xìng	 Chén.

Ｂ　你叫什么名字 ?  	 Nǐ	 jiào	 shénme	 míngzi?

　　――我叫陈红。  	 Wǒ	 jiào	 Chén	 Hóng.

▶“您贵姓 ?”は姓を尋ねるとき ,“你叫什么名字 ?”はフルネームを尋ねるときに用いる。

B-1

B-2

B-3

Dì
  wǔ  kè

第 5 课
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北京出身の女子学生，陈红（Chén	 Hóng）さんと，上海出身の男子学生，

张平（Zhāng	 Píng）さんは，学内のパーティーで出会いました。

陈：你　好 !
	 Nǐ	 hǎo	 !

张：你　好 !
	 Nǐ	 hǎo	 !

陈：我  叫  陈  红，  你  叫  什么  名字 ?
	 Wǒ	 jiào	 Chén	Hóng,	 nǐ	 jiào	 shénme	 míngzi?

张：我  姓  张，  叫  张  平。
	 Wǒ	 xìng	Zhāng,	 jiào	 Zhāng	Píng.

陈：你  是  北京人  吗 ?
	 Nǐ	 shì	 Běijīngrén	 ma?

张：我  不  是  北京人，  是  上海人。
	 Wǒ	 bú	 shì	 Běijīngrén,	 shì	 Shànghǎirén.

B-5

B-4
ゆっくり

自然な速さ

本　文
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チャレンジ

① 我不是中国人，是日本人。　Wǒ	 bú	 shì	 Zhōngguórén,	 shì	 Rìběnrén.

美国人Měiguórén 法国人 Fǎguórén

② 我姓张，叫张平。　Wǒ	 xìng	 Zhāng,	 jiào	 Zhāng	 Píng.

毛泽东 Máo	 Zédōng 坂本龙马 Bǎnběn	 Lóngmǎ

新出語句

什么	 shénme 代 何。どんな。何の
名字	 míngzi 名 名前
陈红	 Chén	 Hóng 陳紅（氏名）

张	 Zhāng 名 張（姓）
张平	 Zhāng	 Píng 張平（氏名）

北京	 Běijīng 名 北京
上海	 Shànghǎi 名 上海
日本	 Rìběn 名 日本
美国	 Měiguó 名 アメリカ
法国	 Fǎguó 名 フランス
毛泽东	 Máo	 Zédōng 毛沢東（氏名）

坂�本龙马	 Bǎnběn	 Lóngmǎ 坂本龍馬（氏名）

是～	 shì 動 ～である
大学生	 dàxuéshēng 名 大学生
不～	 bù 副 ～でない。～しない
中国	 Zhōngguó 名 中国
人	 rén 名 人
留学生	 liúxuéshēng 名 留学生
～吗	 ma 助 ～か
英语	 Yīngyǔ 名 英語
老师	 lǎoshī 名 教師
贵姓	 guìxìng 名 お名前（姓を尋ねる）
姓～	 xìng 動 （姓を）～という
陈	 Chén 名 陳（姓）
叫～	 jiào 動 （フルネームを）～という

B-6

B-7

B-8
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ドリル

1 	実際の状況に基づき中国語で答えなさい。答えは省略のない文の形であること。

① Nǐmen	 shì	 dàxuéshēng	 ma?

② Bǎnběn	 Lóngmǎ	 shì	 Zhōngguórén	 ma?	

③ Nǐ	 shì	 Měiguó	 liúxuéshēng	 ma?

2	まぎらわしい音の違いに注意しながら，発音しなさい。

① zīběn  （资本）―― jīběn  （基本）

② dùzi  （肚子）―― tùzi  （兔子）

③ jiāodài （交代）―― zhāodài （招待）

④ lǜdēng （绿灯）―― lùdēng （路灯）

⑤ yǔjì  （雨季）―― yǔjù  （雨具）

⑥ shīwàng （失望）―― xīwàng （希望）

3	1―99の数字を覚えなさい。なお，二つの数字にはさまれた“十”は軽声となるので注意する

こと。

yī	 èr	 sān	 sì	 wǔ	 liù	 qī	 bā	 jiǔ	 shí
一　二　三　四　五　六　七　八　九　十

shíyī	 shí’èr	 shísān	 shísì	 shíwǔ	 shíliù	 shíqī	 shíbā	 shíjiǔ　èrshí
十一  十二  十三  十四  十五  十六  十七  十八  十九  二十

èrshiyī	 èrshi’èr	 èrshisān	 	 	 	 jiǔshiqī	 jiǔshibā	 jiǔshijiǔ
二十一  二十二  二十三 ……  九十七  九十八  九十九

B-10

B-9



70

文　法  

 １  時 間 量

Ａ　两分钟 liǎng  fēnzhōng	 一刻钟 yí  kè  zhōng

　　半个小时 bàn  ge  xiǎoshí	 一个小时 yí  ge  xiǎoshí

　　两个星期 liǎng  ge  xīngqī	 三个月 sān  ge  yuè

　　四天 sì  tiān	 五年 wǔ  nián

 ２  時間量補語

Ａ　我每天八点去上班，工作八个小时。

　　Wǒ  měitiān  bā  diǎn  qù  shàngbān,  gōngzuò  bā  ge  xiǎoshí.

Ｂ　她每天弹三十分钟钢琴。

　　Tā  měitiān  tán  sānshí  fēnzhōng  gāngqín.

動詞＋時間量補語（＋目的語）　「どのくらいの時間～する」

▶「時間量補語」は，動作や状態の継続時間を表す。
▶時点（年月日，曜日，時刻など）は動詞の前に置くのに対し，時間量（時間の長さ）は動詞の
後に置く。
▶目的語はふつう，時間量補語の後に置く。

 ３  前置詞“从”“到”“离”

Ａ　从星期一到星期六我都有课。		 Cóng  xīngqīyī  dào  xīngqīliù  wǒ  dōu  yǒu  kè.

Ｂ　洗手间离这儿很近。	   Xǐshǒujiān  lí  zhèr  hěn  jìn.

▶“从”「～から」は起点，“到”「～まで」は到達点を表す。

Ａ＋“离”＋Ｂ＋“远／近”　「ＡはＢから遠い／近い」

▶“离”「～から」は二つの地点の隔たりを表すときに使う。

C-12

C-11

C-13

   
D

ì  s
híliù  kè

第16 课
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陈红（Chén  Hóng）さんのお父さんは，香港とマカオへ行くことになり

ました。

陈：我  爸爸  下个  月  去  香港  和  澳门。
  Wǒ  bàba  xiàge  yuè  qù  Xiānggǎng  hé  Àomén.

张：是  吗 ?  从  北京  到   香港   要  多  长  时间 ?
  Shì  ma?  Cóng  Běijīng  dào  Xiānggǎng  yào  duō  cháng  shíjiān?

陈：要  三  个  半  小时。
  Yào  sān  ge  bàn  xiǎoshí.

张：澳门  离  香港   远  吗 ?
  Àomén  lí  Xiānggǎng  yuǎn  ma?

陈：不  远，只  坐  一  个  小时  船  就  到  了。
  Bù  yuǎn,  zhǐ  zuò  yí  ge  xiǎoshí  chuán  jiù  dào  le.

C-15

C-14

� 第16课

本　文
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チャレンジ

① 我每天看半个小时电视。　Wǒ  měitiān  kàn  bàn  ge  xiǎoshí  diànshì.

小说	xiǎoshuō 报	bào

② 车站离这儿远不远 ?	　Chēzhàn  lí  zhèr  yuǎn  bu  yuǎn?

医院	yīyuàn 电影院	diànyǐngyuàn

～分钟  fēnzhōng 量 ～分間

一刻钟  yí  kè  zhōng 15 分間

～个小时  ge  xiǎoshí ～時間

～个星期  ge  xīngqī ～週間

～个月  ge  yuè ～か月間

～天  tiān 量 ～日間

～年  nián 量 ～年間

弹  tán 動 弾く

钢琴  gāngqín 名 ピアノ

从～  cóng 前 ～から

到～  dào 前 ～まで

离～  lí 前 ～から

近  jìn 形 近い

远  yuǎn 形 遠い

下个月  xiàge  yuè 来月

香港  Xiānggǎng 名 香港

～和…  hé 接 ～と…

澳门  Àomén 名 マカオ

要  yào 動 （時間やお金が）かかる

多长  duō  cháng どれくらい長い

时间  shíjiān 名 時間

船  chuán 名 船

～就…  jiù 副 ～するとすぐに…

到  dào 動 到達する

小说  xiǎoshuō 名 小説

报  bào 名 新聞

医院  yīyuàn 名 病院

电影院  diànyǐngyuàn 名 映画館

新出語句

C-18

C-17

C-16
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ドリル

1 まず質問文を書き取り，次に本文の内容に基づき中国語で答えなさい。

① 質問：	 	 答え：	

② 質問：	 	 答え：	

③ 質問：	 	 答え：	

2 実際の状況に基づき中国語で答えなさい。答えは省略のない文の形であること。

① Yì  nián  yǒu  duōshao  tiān?

② Yì  tiān  yǒu  duōshao  ge  xiǎoshí?

③ Yí  ge  xiǎoshí  yǒu  duōshao  fēnzhōng? 

3 日本語の意味に合うように，（　　）内の語句を並べ替えなさい。

① 私は彼女に手紙を一通書いた。（一封　了　我　她　写　给　信）

② 上海は北京からそれほど遠くない。（远　离　不　上海　北京　太）

③ 私は彼と二時間卓球をした。（跟　我　乒乓球　他　两个小时　了　打）

④ 私は彼に二度電話をかけたことがある。（我　他　电话　给　两次　打过）

⑤ ここからあそこまで五分しかかからない。（要　到　从　五分钟　只　这儿　那儿）

C-19

� 第16课
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文　法  

 １  状態補語

Ａ　她跑得很慢。  	 Tā	 pǎo	 de	 hěn	 màn.

Ｂ　你（说）汉语说得怎么样 ?　  Nǐ	 (shuō)	 Hànyǔ	 shuō	 de	 zěnmeyàng?

動詞＋“得”＋状態補語 　「～するのが…だ」

▶「状態補語」は，動作がどのように行われるかを表す。
▶“怎么样”を状態補語の位置に置くと，「どのように動作が行われるか」を尋ねる疑問文となる。
▶否定形は，“不”を状態補語の前に置く。

她跑得不慢。

（動詞＋）目的語＋同じ動詞＋“得”＋状態補語

▶目的語がある場合，動詞を繰り返す。前の動詞は省略できる。

 ２  二重目的語

Ａ　她教我们中国历史。  	 Tā	 jiāo	 wǒmen	 Zhōngguó	 lìshǐ.

Ｂ　我问了老师很多问题。  	 Wǒ	 wènle	 lǎoshī	 hěn	 duō	 wèntí.

動詞＋間接目的語＋直接目的語 　「だれだれに何々を～する」

▶�一部の動詞は，間接目的語「だれだれに」，直接目的語「何々を」という二つの目的語をとる
ことができる。

 ３  “有点儿”

Ａ　这件衣服有点儿贵。  	 Zhèi	 jiàn	 yīfu	 yǒudiǎnr	 guì.

Ｂ　她今天有点儿不高兴。  	 Tā	 jīntiān	 yǒudiǎnr	 bù	 gāoxìng.

“有点儿”＋形容詞 　「少し～」

▶話し手の望ましくないという主観的な気持ちを含んでいる。

C-51

C-50

C-52

   
 D

ì  èrshí  kè

第20课
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张平（Zhāng	 Píng）さんと陈红（Chén	 Hóng）さんはテニスをしています。

陈：你  打  网球  打  得  真  好。
	 Nǐ	 dǎ	 wǎngqiú	 dǎ	 de	 zhēn	 hǎo.

张：是  吗 ?  咱们  休息  休息  吧。
	 Shì	 ma?	 Zánmen	 xiūxi	 xiūxi	 ba.

陈：好。你  渴  了  吧 ?
	 Hǎo.	 Nǐ	 kě	 le	 ba?

张：有点儿  渴  了。
	 Yǒudiǎnr	 kě	 le.

陈：给  你  一  瓶   矿泉水。
	 Gěi	 nǐ	 yì	 píng	 kuàngquánshuǐ.

张：太  好  了，谢谢。
	 Tài	 hǎo	 le,  xièxie.

C-54

C-53

� 第20课

本　文



88

チャレンジ

① 你说英语说得好吗 ? 　Nǐ	 shuō	 Yīngyǔ	 shuō	 de	 hǎo	 ma?

唱歌儿 chàng	 gēr 画画儿 huà	 huàr

② 请告诉我你的名字。　Qǐng	 gàosu	 wǒ	 nǐ	 de	 míngzi.

地址 dìzhǐ 电话号码 diànhuà	 hàomǎ

跑	 pǎo 動 走る

～得…	 de 助 ～するのが…だ（状態補語を導く）

慢	 màn 形 遅い

教	 jiāo 動 教える

历史	 lìshǐ 名 歴史

问	 wèn 動 尋ねる

问题	 wèntí 名 問題

～件	 jiàn 量 ～枚。～着（上着類を数える）

有�点儿	 yǒudiǎnr 副 （望ましくないことについて）

少し

高兴	 gāoxìng 形 うれしい

休息	 xiūxi 動 休む

渴	 kě 形 のどが渇いている

给	 gěi 動 与える

～瓶	 píng 量 ～本（瓶などを数える）

矿泉水	 kuàngquánshuǐ 名 ミネラルウォーター

太�～了	 tài～ le 極めて～である。あまりにも～

である

唱	 chàng 動 歌う

歌儿	 gēr 名 歌

画	 huà 動 （絵を）描く

画儿	 huàr 名 絵

告诉	 gàosu 動 告げる。伝える

地址	 dìzhǐ 名 住所

号码	 hàomǎ 名 番号

新出語句

C-57
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ドリル

1 まず質問文を書き取り，次に本文の内容に基づき中国語で答えなさい。

① 質問：	 	 答え：	

② 質問：	 	 答え：	

③ 質問：	 	 答え：	

2 実際の状況に基づき中国語で答えなさい。答えは省略のない文の形であること。

① Nǐ	 chàng	 gēr	 chàng	 de	 zěnmeyàng?

② Zhōngguó	 lǎoshī	 jiāo	 nǐmen	 Hànyǔ	 ma?	

③ Nǐ	 de	 diànhuà	 hàomǎ	 shì	 duōshao?

3 日本語の意味に合うように，（　　）内の語句を並べ替えなさい。

① 私は少し気分が良くない。（舒服　我　不　有点儿）

② 今日は昨日よりも少し寒い。（一点儿　冷　今天　昨天　比）

③ 私はすぐに彼に手紙を書きます。（给　我　信　写　马上　他）

④ 私に航空券を二枚下さい。（给　机票　我　请　两张）

⑤ 私はピアノを弾くのが上手ではない。（弹　得　好　钢琴　我　不）
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