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はじめに

　本テキストは，『大学生のための初級中国語 24 回』（2011 年発行）の改訂版です。
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音声を繰り返し聞いて，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。発音編は一つの大きな山です。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，二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，中国語の短い
文章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。

　今回の改訂版でも，前版と同じく，編集者の杉野美和さんには，細部にわたって懇
切丁寧なアドバイスをいただき，画家の張恢さんには，場面の雰囲気がよく伝わるイ
ラストを描いていただきました。さらに今回，新たに宇佐美佳子さんにお願いして，
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。
　今回の改訂版の原動力となったのは，前版をご使用いただいた方々から寄せられた
貴重なご意見や感想です。引き続き，皆さまの忌憚のない声をお聞かせいただければ
幸いです。

2019 年秋　　
� 著者
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 １ 	 声　調

　中国語は，一つ一つの音節に高低や上げ下げの調子があり，これを「声
せい

調
ちょう

」という。
中国語の「声調」は，４種類あるので，「四

し

声
せい

」ともいう。

� 第 1 声� 第 2 声� 第 3 声� 第 4 声

	 mā	 má	 mǎ	 mà

　　高く平らにのばす。� 一気に上げる。� 低く抑える。� 一気に落とす。

リピート 　後について発音しなさい。

　① mà        mǎ        má        mā

　② mǎ        mā        mà        má

 ２ 	 単
たん

母
ぼ

音
いん

a�� 日本語の「ア」より口を大きく開けて発音する。
o�� 日本語の「オ」より唇を丸くして発音する。
e� 日本語の「エ」を発音するときの唇の形で，のどの奥から「オ」を発音する。
i (yi)� 日本語の「イ」より唇を左右に引いて発音する。
u (wu)� 日本語の「ウ」より唇を丸く突き出して発音する。
ü (yu)� 単母音 uを発音するときの唇の形で「イ」を発音する。
er� 単母音 eを発音しながら舌先をそり上げる。

▶（　）内は前に子
し

音
いん
（第２課）がつかないときのつづり方。

Dì  yī  kè

第 1 课
　

A-2

A-3

A-4
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リピート

　① ā  á  ǎ  à

　② ō  ó  ǒ  ò

　③ ē  é  ě  è

　④ yī  yí  yǐ  yì

　⑤ wū　　　　wú        wǔ        wù

　⑥ yū  yú  yǔ  yù

　⑦ ēr  ér  ěr  èr

リピート

　① ér   wū   yù   ā

　② è   yú   ō   ěr

　③ wǔ  yī  èr  é 

　④�á   yū  yǐ  wú

 ３ 	 複
ふく

母
ぼ

音
いん

　二重母音（１）――前の母音をはっきりと発音するもの。

 ai ei ao ou

　二重母音（２）――後の母音をはっきりと発音するもの。

 ia ie ua uo üe
 (ya) (ye) (wa) (wo) (yue)

　三重母音――真ん中の母音をはっきりと発音するもの。

　 iao   iou   uai   uei   
　(yao) (you) (wai) (wei)

▶（　）内は前に子音がつかないときのつづり方。
▶ iouと ueiの前に子音がつくとき，oと eはつづりから省略される。
　n�＋�iou�→�niu　　　　g�＋�uei�→�gui

▶複母音（ei，ie，üe，uei）の中の eは，日本語の「エ」に近い音となる。

� 第１课

A-5

A-6

A-7
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 ４ 	 声調記号のつけ方

　①�aがあれば aに。� wāi

　②�aがなければ，eか oに。� wéi� yóu

　③�iuと uiの場合は後の方に。� niǔ    guǐ

　④�iにつける場合は，iの上の点を取る。  yì

リピート

　① āi  ái  ǎi  ài

　② ēi  éi  ěi  èi

　③ āo  áo  ǎo  ào

　④ ōu  óu  ǒu  òu

　⑤ yā  yá  yǎ  yà

　⑥ yē  yé  yě  yè

　⑦ wā  wá  wǎ  wà

　⑧ wō  wó  wǒ  wò

　⑨ yuē  yué  yuě  yuè

　⑩ yāo  yáo  yǎo  yào

　⑪ yōu　　　　yóu        yǒu        yòu

　⑫ wāi  wái  wǎi  wài

　⑬ wēi  wéi  wěi  wèi

リピート

　① ài  áo  wāi  wá

　② wěi  èi  yě  yā

　③ yóu  ōu  wǒ  yào

　④ yè  yuē  wèi  wō

A-8

A-9
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ドリル

1 単母音を発音します。声調記号をつけなさい。

① a� ② o� ③ e� ④ yi� ⑤ wu

⑥ yu� ⑦ er� ⑧ wu� ⑨ yu� ⑩ e

2	複母音を発音します。声調記号をつけなさい。

① ou� ② ya� ③ ye� ④ wa� ⑤ wo

⑥ yue　　　⑦ yao　　　⑧ you　　　⑨ wai　　　⑩ wei

3	発音されたほうに○をつけなさい。

① wài�―― wèi� ② yè� ―― yuè

③ ōu� ―― yōu� ④ wǒ� ―― wǎ

⑤ yuē ―― wēi� ⑥ yǒu ―― yǎo

� 第１课

A-10

A-11

A-12
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文　法 	

 １ 	 経験の“过”

Ａ　我去过台湾。    Wǒ  qùguo  Táiwān.

Ｂ　他没吃过北京烤鸭。     Tā  méi  chīguo  Běijīng  kǎoyā.

動詞＋“过”　「～したことがある」

▶否定形は，“没（有）”を動詞の前に置く。

 ２ 	 動作量補語

Ａ　她坐过五次飞机。    Tā  zuòguo  wǔ  cì  fēijī.

Ｂ　我打算回一趟老家。    Wǒ  dǎsuan  huí  yí  tàng  lǎojiā.

Ｃ　请再说一遍。    Qǐng  zài  shuō  yí  biàn.

動詞＋動作量補語（＋目的語）　「何回～する」

▶「補語」とは，動詞の後に置いて，動詞の表す動作行為の結果や状況を補足説明する成分。
▶「動作量補語」は，動作の回数を表す。
▶動作量は「数詞＋量詞」で表される。量詞としては“次”（～回），“趟”（〔往復〕～回），“遍”（〔通
して〕～回）などがよく用いられる。
▶目的語はふつう，動作量補語の後に置く。

 ３ 	 前置詞“跟”

Ａ　我想跟你结婚。    Wǒ  xiǎng  gēn  nǐ  jiéhūn. 

Ｂ　昨天我跟他一起看电影了。   Zuótiān  wǒ  gēn  tā  yìqǐ  kàn  diànyǐng  le.

▶“跟”は，動作をともに行う対象を導く。「～と」

   
D

ì  s
híwǔ  kè

第15 课
　

C-1

C-3

C-2
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张平（Zhāng  Píng）は陈红（Chén  Hóng）に，旅行の計画について話します。

张平：我  打算  去  西藏  旅游。
  Wǒ  dǎsuan  qù  Xīzàng  lǚyóu.

陈红：你  去过  西藏  吗 ?
  Nǐ  qùguo  Xīzàng  ma?

张平：去过  一  次。
  Qùguo  yí  cì.

陈红：这  次  跟  谁  一起  去 ?
  Zhèi  cì  gēn  shéi  yìqǐ  qù?

张平：我  一  个  人  去。
  Wǒ  yí  ge  rén  qù.

陈红：祝  你  一路  平安 !
  Zhù  nǐ  yílù  píng’ān!

� 第15课

本　文

C-4

C-5
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チャレンジ

① 你学过汉语吗 ? 　Nǐ  xuéguo  Hànyǔ  ma?

法语 Fǎyǔ 德语 Déyǔ

② 我打过两次篮球。　Wǒ  dǎguo  liǎng  cì  lánqiú.

乒乓球 pīngpāngqiú 棒球 bàngqiú

～过 guo　助 ～したことがある

台湾  Táiwān　名 台湾

北京烤鸭  Běijīng  kǎoyā　名 北京ダック

～次 cì　量 ～回

飞机  fēijī　名 飛行機

打算～  dǎsuan　動 ～するつもりだ

回  huí　動 戻る。帰る

～趟  tàng　量 （往復）～回

老家  lǎojiā　名 ふるさと

再 zài　副 もう一度。また

～遍 biàn　量 （通して）～回

跟～  gēn　前 ～と

结婚  jiéhūn　動 結婚する

西藏  Xīzàng　名 チベット

旅游  lǚyóu　動 観光旅行する

祝 zhù　動 祈る

一路平安  yílù  píng’ān　成 道中ご無事で

法语  Fǎyǔ　名 フランス語

德语  Déyǔ　名 ドイツ語

打  dǎ　動 （球技やある種の遊戯を）する

篮球  lánqiú　名 バスケットボール

乒乓球  pīngpāngqiú　名 卓球

棒球 bàngqiú　名 野球

新出語句

C-6

C-8

C-7
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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	食べ物の名前を発音します。漢字で書き取りなさい。

① 　　　　　　　　　　② 　　　　　　　　　　③ 　　　　　　　　　　

④ 　　　　　　　　　　⑤ 　　　　　　　　　　⑥ 　　　　　　　　　　

3	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  xuéguo  Déyǔ  ma?

② Nǐ  zuótiān  lái  xuéxiào  le  ma?

③ Nǐ  kànguo  jǐ  cì  Zhōngguó  diànyǐng? 

④ Nǐ  mǎile  jǐ  běn  Hànyǔ  kèběn?

⑤ Nǐ  xiǎng  qù  Xīzàng  lǚyóu  ma?

� 第15课

C-9

C-10


