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はじめに

　本書は、第1課から第10課までの学習内容と3つの自習コーナーから構成され、

各課は語句、本文（会話）、語法、練習からなる中級テキストです。

　第 1 課から第 10 課までを一通り学習すれば、基本的に中国語検定試験 3 級の

レベルに達することができます。

　また、本書では、中国語検定試験 4 級・3 級の出題の特徴を考慮に入れ、本文

は日常会話を中心に編集し、語法では 4 級・3 級によく出題されているものをポ

イントに選びました。練習では、中国語検定試験 4 級・3 級の出題形式に類似し

た問題が出されていますので、日々の中国語学習を通して検定試験に慣れること

ができます。特にリスニングや声調などについて楽しく学習できるように工夫し

ています。さらに文章を読む問題もあります。やや大袈裟かも知れませんが、本

書を活用すれば、学習者は中国語検定試験 4 級・3 級に合格する可能性が大きく

なることでしょう。

　自習コーナーについては、検定試験を受けようとする学習者に、合格へのプロ

セスの一環として活用して頂きたいと思います。もちろん、第 10 課までの学習

内容を学習してもやや物足りないと感じる学習者にもぜひ活用して頂きたいと思

います。また、このコーナーは自習でも十分勉強できるように、本文・語法の訳

文と練習問題の解答などを巻末に付けてあります。さらに、巻末には本番と同じ

形式の検定試験模擬問題（4 級 ･3 級相当レベル）と解答も載せました。

　最後に本書の出版にあたり、白帝社社長佐藤康夫氏より多大なご支援を頂き、

また編集の段階において多大な時間と労力を費やしてくださった岸本詩子様をは

じめとする編集部の皆様に衷心より感謝の意を表します。

著 者

五校＿本文.indd   3五校＿本文.indd   3 2015/03/10   14:19:242015/03/10   14:19:24



4　　第 课

第 1课　学汉语⋯8
1. 動詞＋起来　　　　　　　　　2. 只要⋯就～　　   3. 会⋯的

4. 動詞＋错　　　　　　　　　　5. 只有⋯才～

第 2课　吃中餐⋯14
1. 除了⋯以外～　　　　　　　　2. ⋯时、⋯的时候   3.  ⋯的（名詞化）　  
4. 才　　　　　　　　　　　　　5. 等⋯的时候

第 3课　爬长城⋯20
1. 打算　　　　　　　　　　　　2. 疑問詞の不定用法  3. 可（助動詞）
4. 还　　　　　　　　　　　　　5. 虽然⋯但是～   6. 一⋯就～

第 4课　去中国留学⋯26
1. 准备　　　　　　　　　　　　2. 即便⋯也～　   3.  ⋯就可以了    

4. 等⋯以后　　　　　　　　　　5. 请 （＋Ａ）＋帮＋Ｂ＋動詞

第 5课　中国的留学热⋯32
1. 不管⋯还是～　　　　　　　　2. 動詞＋见　　   3.  ⋯之前    

4. 不用　　　　　　　　　　　　5.“不”と“没有”の使い分け　 6. 对⋯来说

第 6课　去农家乐⋯38
1. 就要⋯了　　　　　　　　　　2. 結果補語　　（1）動詞 + 好　　（2）動詞＋在    
3. 让　　　　　　　　　　　　　4. 就是说    5．再

第 7课　找对象⋯44
1. 只是　　　　　　　　　　　　2. 通过    3. 像    

4. 可（副詞）　　 　　　　　 5. 是⋯的

第 8课　不当啃老族⋯50
1. 不是⋯就是～　　　　　　　　2. 要是（⋯的話）就～   3. 就是指⋯    
4. 就是⋯也～　　　　　　　　　5. 向

第 9课　找工作⋯56
1. 又⋯又～　　　　　　　　　　2. 不是⋯而是～   3.  ⋯就行了  　

4. 多⋯啊　　　　　　　　　　　5. 为了    6.“有”を用いた文

第 10课　西藏行⋯62
1. 被　　　　　　　　　　　　　2. 刚刚    3. 既⋯又～    

4. 在⋯以上　　　　　　　　　　5. 動詞＋了（＋目的語） ＋以后

　学 習 編　学 習 編

目　次目　次

はじめに⋯3

五校＿本文.indd   4五校＿本文.indd   4 2015/03/10   14:19:242015/03/10   14:19:24



 　　5

自習コーナー（1）  亚健康⋯70
1. 提不起（来）　　　　　　　　2. 不如    3. 即使⋯也～　　
4. 连⋯也／都～ 　　　　　 5. 嘛

自習コーナー（2）  远程教育⋯76
1. 動詞＋到　　　　　　　　　　2. 和／跟⋯一样（～）　　  3. 動詞＋下来    
4. 苦于　　　　　　　　　　　　5. 应该

自習コーナー（3）  中国的宗教⋯82
1. ⋯后  　　　　　 2. 不是⋯吗　　   3.  ⋯上
4. 而且　　　　　　　　　　　　5. 把

自 習 編自 習 編

模擬テスト模擬テスト

中国語検定試験模擬問題（4級・3級相当レベル）⋯88

中国全図⋯136
日本の都道府県⋯138

自習コーナー（1）⋯123
自習コーナー（2）⋯125
自習コーナー（3）⋯128
中国語検定試験模擬問題（4級・3級相当レベル）⋯131

〔解　答〕〔解　答〕

〔索　引〕〔索　引〕

語句索引⋯98
日本語からひく語句索引⋯111

五校＿本文.indd   5五校＿本文.indd   5 2015/03/10   14:19:252015/03/10   14:19:25



8　　第 1课

第1课　　学汉语
□ 最近 zuìjìn 名 最近、このごろ
□ 每周 měizhōu 名 毎週
□ 上 课 shàng//kè 動 授業を受ける、授業を

する
□ 可是 kěshì 接 しかし
□ 交流起来 jiāoliú qǐlai 交流してみると
□ 困难 kùnnan 形 困難である
□ 不要紧 búyàojǐn かまわない、大丈夫である
□ 只要 zhǐyào…就 jiù ～　…しさえすれば～
□ 会  huì…的 de ～するだろう、～するはず

だ
□ 多 说多练 duō shuō duō liàn よく話しよく練

習する
□ 越来越 yuèláiyuè ますます
□ 流利 liúlì 形 流暢である

□ 平时 píngshí 副 ふだん
□ 练习 liànxí 動 練習する
□ 口语 kǒuyǔ 名 話し言葉、会話
□ 聊天儿 liáo//tiānr 動 世間話をする
□ 总是 zǒngshì 副 いつも
□ 怕 pà 動 恐れる、怖がる
□ 说错 shuōcuò　言いまちがえる
□ 不敢 bù gǎn　～する勇気がない
□ 张口 zhāng//kǒu 動 口をあける、話す
□ 只 有 zhǐyǒu…才 cái ～　…してこそはじめ

て～、ただ…だけが～
□ 练 好 liànhǎo（練習を通じて）マスターす

る、習得する
□ 指 点 zhǐdiǎn 動 アドバイスする、指摘す

る

生 词生 词

♪
Ａ
2
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学汉语　　9

 村田 ：你　最近　在　干　什么？
 Cūntián ：Nǐ        zuìjìn        zài       gàn      shénme ?

 铃木 ：我　在　学习　汉语　呢。
 Língmù ：Wǒ      zài       xuéxí         Hànyǔ      ne.

 村田 ：你　在　哪儿　学习　汉语？
 Nǐ  　  zài        nǎr 　　  xuéxí 　   Hànyǔ ?

 铃木 ：在　日华　学院　学习，　每周　上　两　次　课。
 Zài 　  RìHuá  　xuéyuàn　xuéxí,         měizhōu    shàng   liǎng     cì         kè.

 村田 ：你　学了　多长　时间　了？
 Nǐ        xuéle      duōcháng    shíjiān        le ?

 铃木 ：一　年　多　了。可是，还是　觉得　和　人　交流　起来
 Yì        nián     duō      le．     Kěshì,       háishi        juéde        hé       rén        jiāoliú       qǐlai

很　困难。
 hěn       kùnnan.

 村田 ：不要紧。你   只要　多　说　多　练，就　会　越来越   好
 Búyàojǐn．　 Nǐ      zhǐyào       duō     shuō     duō     liàn,     jiù      huì       yuèláiyuè      hǎo

的。
 de.

 铃木 ：村田，你   汉语　说　得　真　流利，你　平时　怎么　练习
 Cūntián,     nǐ       Hànyǔ      shuō     de       zhēn      liúlì,         nǐ        píngshí      zěnme       liànxí

口语？
 kǒuyǔ ?

 村田 ：我　平时　有　时间　就　跟　中国人　 聊天儿。
 Wǒ      píngshí      yǒu      shíjiān      jiù       gēn     Zhōngguórén     liáotiānr.

 铃木 ：可是，我　总是　怕　说错，不　敢　张口。
 Kěshì,        wǒ      zǒngshì      pà      shuōcuò，   bù       gǎn     zhāngkǒu.

 村田 ：不　要　怕　说错。只有　多　听　多　说，才　能　练好
 Bú       yào       pà       shuōcuò．Zhǐyǒu     duō     tīng      duō     shuō,   cái       néng    liànhǎo 

口语。
 kǒuyǔ.

 铃木 ：谢谢　你　的　指点。
 Xièxie 　  nǐ 　   de        zhǐdiǎn.

会 话会 话 学汉语　Xué Hànyǔ

♪
Ａ
3
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10　　第 1课

1 ．動詞 + 起来 qǐlai　　～してみると、～したところ、～し始める
看起来他今年有五十多岁了。　Kàn qǐlai tā jīnnián yǒu wǔshí duō suì le.

这个菜吃起来很好吃。　Zhège cài chī qǐlai hěn hǎochī.

他们唱起歌儿来了。　Tāmen chàngqǐ gēr lai le.

注：最初の例文の “有” は性質または数量があるレベルに達していることを表す。

2 ．只要 zhǐyào … 就 jiù ～　　…しさえすれば～
他只要有时间就看电视。 Tā zhǐyào yǒu shíjiān jiù kàn diànshì.

只要你打一个电话，她马上就来。 Zhǐyào nǐ dǎ yí ge diànhuà, tā mǎshàng jiù lái.

3 ．会 huì … 的 de　　～するだろう、～するはずだ
星期一田中会来的。　Xīngqīyī Tiánzhōng huì lái de.

这个问题他会好好儿想想的。
Zhège wèntí tā huì hǎohāor xiǎngxiang de.

4 ．動詞 + 错 cuò　　～しまちがえる
这个生词他念错了。 Zhège shēngcí tā niàncuò le.

这道题她做错了。 Zhè dào tí tā zuòcuò le.

5 ．只有 zhǐyǒu…才 cái ～　　…してこそはじめて～、ただ…だけが～
你只有明天去，才能买到。　Nǐ zhǐyǒu míngtiān qù, cái néng mǎidào.

这个星期只有星期天，我才有时间。 

Zhège xīngqī zhǐyǒu xīngqītiān, wǒ cái yǒu shíjiān.

问题 wèntí 名 問題

道 dào 助数 命令や問
題などを数える助数
詞
题 tí 名 問題、題、表

題

语 法语 法
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学汉语　　11

练 习练 习

1 ．中国語を聞き、（1）（2）の問いの答えとして最も適当なものを、それぞれ①～④の中から 1つ

選びなさい。

（会話）铃木和村田谈学汉语
1）铃木学了几年汉语了 ?

　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

2）村田是怎么练习口语的 ?

　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　②　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　④

2 ．次の単語を声調で 4つのグループに分けなさい。

杂志　　口语　　作业　　老板　　流利　　可是　　暑假　　邮票

理想　　习惯　　只要　　最近　　水果　　正在　　晚饭　　照相

1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4）

［ヒント］　♪Ａ 5   には同じ声調でグループ分けした音声が入っています。

3 ．次の空欄を埋めるのに最も適当なものをそれぞれ①～④の中から 1つ選びなさい。

1）王老师（　　）我们汉语。 ①给　　②教　　③请　　④能

2）昨天我是（　　）电车来东京的。 ①坐　　②骑　　③跑　　④走

3）他今天不（　　）来上课的。 ①就　　②才　　③得　　④会

4）我（　　）在教室里吃饭吗 ? ①要　　②就　　③可以　④想

♪
Ａ
4
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12　　第 1课

4 ．次の日本語の意味に合う中国語をそれぞれ①～④の中から 1つ選びなさい。

1）あなたはどこで中国語を勉強しているんですか。

①你在哪儿学习汉语 ? 　　　　　　②你在哪儿汉语学习 ?

③你汉语学习在哪儿 ? 　　　　　　④在哪儿你汉语学习 ?

2）私は英語を 3 年間習っています。

①我学英语了三年了。　　　　　　②我英语三年学了。

③三年我学了英语了。　　　　　　④我学了三年英语了。

5 ．次の日本語の意味になるように、それぞれ①～④を並べ替えなさい。

1）あなたはふだんどのように中国語を勉強しているんですか。

你　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?

①汉语　　　　②怎么　　　　③学习　　　　④平时

2）私たちは毎週中国語の授業を 2 回受けています。

我们　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

①汉语课　　　②上　　　　　③每周　　　　④两次

6 ．次の文章を訳しなさい。

　　铃木和村田都在学习汉语。村田的汉语说得非常流利，而铃木却说得不太好。

有一天，铃木去书店买书，在校门口遇到了村田。铃木问村田平时怎么练习口语。

村田的方法是和中国人聊天儿，他说他一有时间就去和中国人聊天儿。村田还说学

外语要多说多练，不要怕说错，这样口语就会越来越好。

　Língmù hé Cūntián dōu zài xuéxí Hànyǔ. Cūntián de Hànyǔ shuō de fēicháng liúlì， ér Língmù 

què shuō de bú tài hǎo. Yǒu yì tiān，Língmù qù shūdiàn mǎi shū，zài xiào ménkǒu yùdàole 

Cūntián. Língmù wèn Cūntián píngshí zěnme liànxí kǒuyǔ. Cūntián de fāngfǎ shì hé Zhōngguórén 

liáotiānr，tā shuō tā yì yǒu shíjiān jiù qù hé Zhōngguórén liáotiānr. Cūntián hái shuō xué wàiyǔ 

yào duō shuō duō liàn，bú yào pà shuōcuò，zhèyàng kǒuyǔ jiù huì yuèláiyuè hǎo.

♪
Ａ
6
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学汉语　　13

［生词］
非常 fēicháng 副 非常に、たいへん
而 ér 接 しかし 
却 què 副 ～にもかかわらず、かえって
有一天 yǒu yì tiān ある日

遇到 yùdào 出会う   
方法 fāngfǎ 名 方法   
一 yī…就 jiù ～　　…するとすぐ～
这样 zhèyàng 代 このように

 

 

 

 

 

 

7 ．次の日本語を中国語に訳しなさい。

1）彼は見たところ 40 歳くらいです。

2）時間さえあれば、彼はパソコンの勉強をしています。

3） あなたは中国人とよくおしゃべりをしてこそはじめて中国語がうまく話せるようにな

ります。

4）この宿題（問題）は私は書きまちがえました。
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