中国への進出をめざす中小企業経営責任者へ
これから中国・中国語を学ぶ方へ
中国語の学習に行きづまりを感じている方へ
中国駐在員の奥様へ
今の中国を知り中国語を学びたい方へ！
難しい専門書は必要ありません

中国のプロをめざせ！
★中国＆中国語★
山内 文裕

専門書には書かれていない客観的に理解できる中国。
専門書では学ぶことのできない正しい中国語の勉強方法とは〜
早速ご紹介していきましょう。 ⇒
青山ライフ出版
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はじめに

㻌 ࡣࡌࡵ


ᮏ᭩ࡣࠊ୰ᅜ࠶ࡿ᪥⣔୰ᑠᴗᕤሙࡢ⤒Ⴀࢆクࡉࢀࡓ᪥ᮏே⤒Ⴀ㈐
௵⪅ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽ୰ᅜ࡛ά㌍ࡋࡼ࠺୰ᅜཬࡧ୰ᅜㄒࢆᏛࡰ࠺
ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋࡲࡓྠ୰ᅜཬࡧ୰ᅜㄒ
ࢆ᪤ຮᙉ୰ࡢ᪉ࠎࡶࡐࡦά⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ᛮࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

≉ࡇࢀࡽ୰ᅜ࡚ࠊࢺࢵࣉ㈐௵⪅ࡋ࡚ά㌍ࡍࡿࡓࡵࠊ୰ᅜㄒ
ࢆຮᙉࡍࡿ࠶ࡓࡾཧ⪃࡞ࡿࢸ࣒ࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡲࡋࡓࠋṇࡋ
࠸Ⓨ㡢ࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࡍࡿࡣࠊࡲࡎኌㄪ  ኌ 
ࣆࣥࣥࡢ⩦ᚓࡀ୍␒ษ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚୰ᅜ࡛୰ᅜேࡀࠊ᪥ࡈࢁࡼࡃ
࠺ゝⴥࢆ▱ࡿࡇ࡛ࡍࠋ

⚾ࡣࠊ ᖺ㛫ࡢᾏእ㥔ᅾࡢ࠺ࡕࠊ ᖺ㛫  ᖺࡽ  ᖺ ࡣ୰ᅜ
࡛ࡢᕤሙ⤒Ⴀᦠࢃࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ୰ᅜ㥔ᅾᚋࠊᖐᅜᚋࡢ  ᖺ㛫ࡣࠊ
୰ᑠᴗ〇㐀ᴗࡢᾏእྲྀᘬཬࡧ⤒Ⴀᨭᦠࢃࡾࠊ≉୰ᅜᴗࡢ
ࣅࢪࢿࢫᒎ㛤ᚑࡋࡲࡋࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ⤒㦂ࡽࠊ୰ᑠᴗ〇㐀ᴗ⪅
ࡢࢺࢵࣉ⤒Ⴀ㈐௵⪅ࡀᾏእࠊ≉୰ᅜ࡚⤒Ⴀࢆ⾜࠺ࡣ⮳㞴ࡢᴗ࡛
࠶ࡾࠊⱞປࡢ㐃⥆࡛࠶ࡿࡣ⮬ࡽయ㦂῭ࡳ࡛ࡍࠋ≉୰ᑠᴗ⤒Ⴀࡣࠊ
ゝⴥࡢቨࡸἲᚊࡢ㐪࠸ࠊࡲࡓ⌧ᆅ♫ဨࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥゝࡗ
ࡓⅬ➼࡛ཝࡋ࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ᴗ࡛ࡣࠊᴗ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼ࡢࢫࢺࣞࢫࡀ㔜Ⲵ࡞ࡾࡲࡍࡀࠊ
ᮏ♫ཬࡧྛ㒊㛛ࡢ㈐௵⪅ࡀᇶᮏⓗᏲࡗ࡚ࡃࢀࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋ୍᪉
⏫ᕤሙ࡛㐍ฟࡋࡓ⤒Ⴀ⪅ࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘࢃࡀࡲࡲࢆ㏻ࡍࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡇࢁࡀࠊ୰ሀ୰ᑠᴗ࡛⤒Ⴀࢆ௵ࡉࢀࡓ⌧ᆅ♫㛗㸦⥲⤒⌮㸧ࡸ
㈐௵⪅ࡣࠊ㈐௵ⱞປࡀࡑࡢ⫪ࡎࡗࡋࡾࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
ࡑࢇ࡞୰࡛୰ᅜㄒࢆຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࡐࡦ
ㄞࢇ࡛㡬ࡁࡓ࠸୍࡛ࡍࠋ

୰ᅜㄒ㛵ࡍࡿㄒᏛࡢᮏ࣭༢ㄒ㞟࣭ཧ⪃᭩➼ࡣᒣࡢᵝฟ∧ࡉࢀ࡚࠸
ࡲࡍࡀࠊᐇ㝿ࡣࢃࢀ࡚࠸࡞࠸࣭୰ᅜே㏻ࡌ࡞࠸࣭ຮᙉࡍࡿᚲせ
ࡢ↓࠸ᛮࢃࢀࡿ༢ㄒ࣭⇍ㄒࡶከࡃࠊᮏᙜ▱ࡗ࡚࠾ࡃࡁ༢ㄒ࣭⇍
ㄒࡣఱࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸᭩⡠ࡶᑡ࡞ࡃ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ୰ᅜ㛵ࡍࡿᮏ
ࡶᒣⓎ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋఱ࡛ࡶ࠶ࡾࡢᗈ࠸୰ᅜ࡛ࡣࠊ࡞ࡈࡶ
⤫୍ࡋࡓᐃ⌮ࡸᯟࢆタᐃࡍࡿࡇࡣ↓⌮ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

ࡑࢇ࡞୰࡛ࠊࡐࡦࡶ࠾ࡢഐࡽ࡛ࠊࡁࡣຮᙉࠊࡁࡣ
⫪ࡢຊࢆᢤ࠸࡚ࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚Ẽᴦࡗ࡚㡬ࡅࡿ୍࡞ࡿࡇࢆ
ᚰࡼࡾ㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
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㻌

推薦のことば

᥎⸀ࡢࡇࡤ


ࠕᙼࡢゝⴥࡀ↓ࡅࢀࡤࠊఱࡶጞࡲࡽ࡞ࡗࡓࠖ


࢚ࢺࣥࢻࢢ࣮ࣟࣂࣝᰴᘧ♫
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ♫㛗 Ọၿᘯ๛

 ᥎⸀ࡢゝⴥ⪺࠸࡚㏞ࡗࡓࡀࠊࢫࢺ࣮ࣞࢺ᭩ホࢆࡍࡿࡼࡾࡶᒣෆ
Ặࡢ㛵ࢃࡾࡘ࠸࡚ㄒࡽࡏ࡚ᡝࡃࡇࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡀࠊవ⛬ࠊ
ᮏࡢ౯್ࡀఏࢃࡿࡔࢁ࠺ࠋฟ㐂࠸ࢆࡾ㏉ࡿࠊᖺ๓㐳ࡿࠋ
ࡁࡗࡅࡣࠊᒣෆẶࡀࢪ࢙ࢺࣟ㸦᪥ᮏ㈠᫆⯆ᶵᵓ㸧ࡢ㍺ฟ᭷ᮃ௳
Ⓨ᥀ᴗࢳ࣮࣒ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࠊᘢ♫࣭࢚ࢺࣥࢻࢢ࣮ࣟࣂࣝ
ࡀᨭㄆᐃᴗࡋ࡚ཷࡅࡓࢧ࣏࣮ࢺࡔࡗࡓࠋ
 ㍺ฟ᭷ᮃ௳Ⓨ᥀ᴗࢳ࣮࣒ࡣࠊࢪ࢙ࢺࣟᅾ⡠ࡍࡿྛศ㔝ࡢࢫ
࣌ࢩࣕࣜࢫࢺ⣙  ேࡽᡂࡾ❧ࡘ⢭㗦㞟ᅋ࡛࠶ࡿࠋᴗࡢ〇ရࡸ≧ἣ
ྜࢃࡏ࡚ᡓ␎ࢆ⟇ᐃࡋࠊ࣐࣮ࢣࢵࢺ࣭ࣂ࣮ࣖሗࡢ㞟ࡸၟㄯࡢ
❧ࡕ࠸ࠊ᭱⤊ⓗࡣዎ⣙⥾⤖ࡲ࡛ᡭఏࡗ࡚ࡃࢀࡿࠋ
 ᙜࠊᘢ♫ࡣࠊ㠃✚ຠ⋡ࡸ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫᛶ⬟ඃࢀࡓࠕᙧ❧య㥔
㌴ሙࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ⊂⮬㛤Ⓨࡋࠊᾏእᒎ㛤ࢆ┠ㄽࡳࡘࡘࡶࠊఱࡶᛮ࠸㏻
ࡾࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸≧ἣ❧ࡗ࡚࠸ࡓࠋᾏእࡢே⬦ஈࡋࡗࡓ⚾ࡣࠊ
ᗄࡘࡢၟ♫༠ຊࢆồࡵࡓࡀࠊࡇࡈࡃ᩿ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᛮ࠼ࡤ
ὸࡣࡔࡀࠊṧࡍᡭẁࡋ࡚ࡣࠊᯛࢆᡶࡗ࡚࡛ࡶࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢ
ࣇ࣮࣒౫㢗ࡍࡿࡋ࡞࠸⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
 ᒣෆẶࡣࠊᘢ♫ࡢࠕᙧ❧య㥔㌴ሙࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆぢࡿ࡞ࡾࠊᒙࠊ
Ẽධࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓ୰ᅜ࣓ࣜ࢝ࡢࡕࡽࡐࡦ
ࡾ㎸ࡶ࠺ࠊពẼ㎸ࢇ࡛ࡃࢀࡓࠋ⚾ࡣࠊᨷࡵࡿ࡞ࡽࡤⓎᒎ┠ぬࡲࡋ࠸
୰ᅜࠊ⪃࠼࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᪩㏿ከࡃࡢᕼᮃࢆㄒࡗࡓࠋࡀࠊᛮ࠸ࡀࡅ
ࡎࠊᒣෆẶࡽ㏉ࡗ࡚ࡁࡓゝⴥࡣࠊ┠๓ࢆ㛢ࡊࡍࡼ࠺࡞㎞㎥࡞ࢥ࣓ࣥ
ࢺࡤࡾࡔࡗࡓࡢࡔࠋ
ࠕ⏑࠸⪃࠼ࠖࠕୖᡭࡃ࠸࡞࠸ࠖࠕゞṇࡍࡿࡁࠖ̾̾ࠋᰂࡽ࡞≀⭜
ࡽࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸Ⓨゝࡀ㣕ࢇ࡛ࡃࡿࠋṑ⾰ࢆ╔ࡏࡠ࠸࠺ᨾᡂㄒ
ࡀ㢌ࡽ㞳ࢀࡎࠊࠕ࡞ࡐࡸࡿ๓ࡽࡑࢇ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡍࡿࡢࡔࠖࠊ
ᛴࠊಙឤࡸࢿ࢞ࢸࣈࡉࡀ⬚㎸ࡳୖࡆࡓࠋ
 ࡔࡀࠊ㎞ཱྀࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ㇏ᐩ࡞⤒㦂ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇẼ
ࡃࡲ࡛ࠊࡑࢀ㛫ࡣせࡋ࡞ࡗࡓࠋヰࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿ࠺ࡕࠊᾏእ
ㅖᅜࡢࣅࢪࢿࢫᩥࡸ⪃࠼᪉࡞ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᒣෆẶࡀ⤒࡚ࡁࡓ㝤ࡋ࠸
㐨ࡢࡾࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ⤒Ṕࢆᑜࡡࡿࠊ ᖺ㛫࠸࠺㛗ᮇ㛫ࡢᾏእ㥔
ᅾࢆ⤒㦂ࡋࠊ࠺ࡕ  ᖺ㛫ࡣ୰ᅜࡢᕤሙ⤒Ⴀᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓゝ࠺ࠋ
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ΰἁࡍࡿ୰ᅜ࡛ࠊ⤒Ⴀ⪅ࡋ࡚ᴗࢆ⯟⥆ࡉࡏࡿ㐣⛬⏕ࡌࡿⱞ㞴
ࡣࠊᾏእ࡛ࡢ⤒Ⴀ⤒㦂ࡀ࡞࠸⚾࡛ࡍࡽᐜ᫆ീ࡛ࡁࡓࠋ
 ಙឤࡣࠊ࠶ࡗ࠸࠺㛫ᚰᙉࡉኚࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ᰿ᣐࡢ࡞࠸ᾋ࠸
ࡓヰ࡞ࡼࡾࠊ㐭㢗ࡶࡋࡃࠊࡐࡦࡶࡾࡓ࠸ຊࡔࡗࡓࠋ
ᒣෆẶࡢゝⴥࡀࠊಂ↛ࠊ࣏ࢪࢸࣈ⪺ࡇ࠼ጞࡵࡓࠋ
 ࠕ࣓ࣜ࢝ேࡣゝࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ୰ᅜ࠶ࢀ㏆࠸ሙᡤఫࡴ᪥ᮏ
ேࡀ⩎ࡲࡋ࠸ࠊࠋ୰ᅜࡢࣅࢪࢿࢫᡭἲࡉ࠼ࠊࡕࡷࢇ⌮ゎࡋ࡚࠸
ࢀࡤࠊࠊ᪥ᮏேࡣ㏵㎋ࡶ࡞࠸ࣅࢪࢿࢫࢳࣕࣥࢫࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠖ
ᾏእࣅࢪࢿࢫࡢࢫ࢟ࣝࡀࢮࣟࡔࡗࡓ⚾ࡣࠊᒣෆẶ࡚ࢆᏛࡧጞࡵࡓࠋ
ࡲࡎࠊఱࡼࡾࡶ㔜せࡔᩍࢃࡗࡓࡢࡣࠊ
ࠑᾏእᴗᑐࡍࡿỴ῭ࡢ▱㆑ࠒ
࡛࠶ࡿࠋᡤㅝࠊࣅࢪࢿࢫࢆ⮬ศࡓࡕ᭷㐠ࡪ᪉ἲࡔࠋᒣෆẶࡣ⧞
ࡾ㏉ࡋゝࡗࡓࠋ୍␒ษ࡞ࡢࡣࠊᨭᡶ࠸᮲௳㑅ࡧࠋࡇࢀࡀୖᡭ࡛ࡁ
࡞ࡅࢀࡤࠊ㦄ࡉࢀ࡚⤊ࢃࡾࠊࠋ᪥ᮏࡢ୰ᑠᴗࡢከࡃࡀᾏእ㐍ฟ
ኻᩋࡋ࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡢࢇࡣࠊၟရࡸࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ࡞࠸ࠋேࡢⰋࡉ
࡞ࡢࡔ࠸࠺ࠋ
 ⩏⌮ࡸேࢆฟࡍ࡞ࡽࠊၟࡀጞࡲࡗࡓᚋ࡛̾̾ࠋࡶ⚾ࡢ୰้ࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿᾏእࣅࢪࢿࢫࡢ㕲๎ࡔࠋỴ῭ࡢ▱㆑ຍ࠼ࠊ
ࠑ㈠᫆ࡢ▱㆑ࠒ
ࠑᾏ
እᴗࡢ๓ㄪᰝ᪉ἲࠒ
ࠑዎ⣙᭩ࡢసࡾ᪉ࠒ
ࠑዎ⣙ࡲ࡛ࡢὶࢀࠒ࡞ᵝࠎ
࡞▱㆑ࡸࣀ࢘ࣁ࢘ࢆᩍࢃࡗࡓࠋᮏᙜࠊᒣෆẶࡀ࠸࡞ࡅࢀࡤࠊᘢ♫ࡢ
ᾏእᴗࡣఱࡶጞࡲࡗ࡚࠸࡞ࡗࡓᐇឤࡍࡿࠋ
 ᒣෆẶฟ㐂ࡗ࡚ࡽᩘࣨ᭶ᚋࡣୖᾏࡢᆅ㠃ࢆ㋃ࢇ࡛࠸ࡓࠋከᩘ
ࡢ⌧ᆅ࣮࢜ࢼ࣮ࢆ⤂ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊከᵝ࡞≧ἣ࡛ఱᗘࡶ΅⮫ࢇࡔࠋ
ࡇ࠺ࡋ࡚ືࡁጞࡵࡓ୰ᅜࡢᒎ㛤ࡣࠊᅄᕝ┬ࡢᡂ㒔࠾࠸୍࡚ࡘࡢᡂ
ᯝࢆᣲࡆࡿࡇ࡞ࡿࡀࠊ࠶ࡢࡢᛮ࠸ฟࡣࠊࡶᛀࢀࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ♫ဨ⣙ⓒྡࢆᢪ࠼ࡿࠊࡑࡢᆅᇦ࡛ࡣࡁ࡞♫ࡔࡗࡓࠋࡓࡔࠊ୕
ᗘࡢ㆟ࢆ⤊࠼࡞ࡀࡽࠊࡃዎ⣙ࡣ㐍ࢇ࡛࠸࡞ࡗࡓࠋẖᅇ୕㛫௨
ୖΏࡗ࡚⾜ࢃࢀࡿ㆟࡛ࡣⴷ㛗 㛗 ව⥲⤒⌮㸦♫㛗㸧ࡶฟᖍࡣ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡓࡔ⪺࠸࡚࠸ࡿࡔࡅࡢࡼ࠺ぢ࠼ࡓࠋ
 ᅄᗘ┠ࡢ㆟ࠋࡸࡣࡾ≧ἣࡣኚࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋ
ࠕ࠸ࡘ࡞ࡗࡓࡽỴࡲࡿࢇࡔ͐͐ࠖ↔ࡾࡔࡅࡀເࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ㣕⾜ᶵ
௦ࡸ࣍ࢸࣝ௦ࢆྵࡵࠊࡇࡢ♫ヰࢆࡍࡿࡓࡵ᪤ⓒ௨ୖᢞࡌ
࡚࠸ࡓࡢࡔࠋⱔ❧ࡕࢆ㞃ࡏࡎ࠸ࡿࠊ၈✺ࠊⴷ㛗ࡀཱྀࢆ㛤࠸ࡓࠋ
ࠕ࠾Ⲕࢆ㣧ࡳ⾜ࡁࡲࡋࡻ࠺ࠖࠊࡑࢇ࡞ሙྜ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺㸟 ᛣ
㬆ࡾࡅࡓࡀࠊ෭㟼ᑐᛂࡍࡿᒣෆẶࢆぢ࡚ࠊᚲṚᖹᖖᚰࢆྲྀࡾᡠ
ࡋࡓࠋᒣෆẶ⚾ࡣ㆟ᐊࢆᚋࡍࡿࠊⴷ㛗ࡢ %0: ࡾ㎸ࢇࡔࠋ
ࡸࡁࡶࡁࡍࡿ⚾ࢆᑼ┠ࠊ㌴ࡣᡂ㒔ࡢⴠࡕ╔࠸ࡓ⾤୪ࡳࢆ㮚ᥭ㉮ࡾ
ᢤࡅࠊᕷෆὶࢀࡿᕝࡢ␁ᘓࡘࠊⴷ㛗⾜ࡁࡘࡅࡢ୰ᅜⲔᗑ฿╔
ࡋࡓࠋᒇ᰿ᰕࡔࡅࡢ㢼ὶ࡞✵㛫ᐶࡄఫẸ㐩ࡢጼࡀぢ࠼ࡓࠋ


5

 
ⴷ㛗ࡣ㌴ഛ࠼ࡅࡢ෭ⶶᗜࡽ࠾Ⲕࡢⴥࢆྲྀࡾฟࡍࠊᗑෆᣢ
ࡕ㎸ࢇ࡛ࡿ⯙ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊⴷ㛗ࡣࡉࡽࡾゝࡗࡓࡢࡔࠋ 
ࠕ⪥ᤲ㝖ࡣ࠺ࡔ㸽ࠖ୰ᅜⲔᗑࡢࢧ࣮ࣅࢫࡽࡋࡗࡓࡀࠊࡶ࠺ࠊࡑ࠺
࠸࠺ၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡗࡓࠋ㢦ࢆ┿ࡗ㉥ࡋ࡚ࠊࡲࡉ⇿Ⓨᑍ๓ࡔࡗࡓࠋ
ࡔࡀࠊⴷ㛗㢋ࢆ⦆ࡵ࡚ࠕࡑ࠺࡛ࡍࡡࠖ㢔ࡃᒣෆẶࡢ⾲ࡀࠊど
⏺ᫎࡗࡓࡢࡔࠋ
ࡶ࠺ࠊ࠺࡛ࡶ࡞ࢀ⚾ࡣࠊᒣෆẶ⥆࠸࡚⪥ᤲ㝖ࡢࢧ࣮ࣅࢫࢆ
ཷࡅࡓࠋࡰㅉࡵࡢẼᣢࡕࡀ㢌ࢆᣢࡕୖࡆࡓࡑࡢࡔࡗࡓࠋ
ࠕࡼࡋࠊࣅࢪࢿࢫࡢヰࢆࡋࡼ࠺㸟ࠖⴷ㛗ࡣໃ࠸Ⰻࡃゝ࠺ࠊᮘࢆ
ࣂࣥ྇࠸ࡓࡢࡔࠋࡑࢀࡽዎ⣙ࡢࢧࣥࡀグࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊࠊ୕ศ
ࡔࡗࡓࠋࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ࠸ࡗࡓ࠸ఱࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ᛮࡗ࡚࿈↛ࡋ
ࡓࡀࠊᒣෆẶࡣࠊ∝ࡸᚤ➗ࢇ࡛࠸ࡓࠋᒣෆẶࡣࢃࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ
୰ᅜேࡣࠊேࡢ⧅ࡀࡾࡸ㛵ಀࡢ῝ࡉࢆ㔜せどࡍࡿࠋࡑࢀࡀ࡚ࡔࡣ
᩿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢࡣࠊⴷ㛗ࡀ୰ᅜⲔᗑㄏ࠸ฟࡋ࡚ࡃࢀࡓ▐
㛫ࠊ΅ࡣዲ㌿ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡔࠋ࠶ࡢࠊ⚾୍ேࡔࡗࡓࡽࠊࡶࡋࡋ
ࡓࡽ᩿ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋዎ⣙ࡀྲྀࢀࡓኪࡣࠊᒣෆẶ⚃ᮼࢆୖ
ࡆࡓࠋᑠࡉ࡞ᩱ⌮ᗑ୍࡛ᮼᩘ༑ࡢᢸࠎ㯝ࢆᥙࡁ㎸ࢇࡔ㐣ࡂ࡞࠸ࡀࠊ
㌟ᰁࡳࡿ᪨ࡉࡔࡗࡓࠋ࠸ࢁࢇ࡞ⱞປࡀࡅ࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋᮏ
ᙜࠊᛀࢀࡽࢀ࡞࠸᪥࡞ࡗࡓࠋ⌧ᅾࠊᘢ♫ࡣࠊᾏእࡢᒎ㛤ࡲࡍ
ࡲࡍຊࢆὀࡂࠊྛᅜ࡛ዎ⣙ࢆྲྀᚓࡍࡿ⮳ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡚ࡢጞࡲࡾ
ࡣࠊࡇࡇ࠶ࡗࡓゝ࠼ࡿࠋᒣෆẶࠊᒣෆẶࢆ⤂ࡋ࡚ࡃࢀࡓࢪ࢙
ࢺࣟࡣ࡛ࡶᚰࡽឤㅰࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠶ࢀࡽࠊᒣෆẶࡣࠊᐙ᪘ࡄࡿࡳࡢࡁྜ࠸ࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚࠸
ࡿࠋᩘᖺ๓ࡢኟࡣࠊ୧ᐙ࡛⟽᰿ࡢ࣌ࣥࢩࣙࣥἩࡲࡾࠊࡣࠊ⚾
ࡢᆅඖ࣭⚟࡛ᆅඖࡢ⽣ࢆ‶ᝋࡋࡓࠋᚋࡶࠊⰋ࠸࠾ࡁྜ࠸ࢆࡉࡏ
࡚ᡝࡁࡓ࠸ᛮ࠺ࠋஂࡋࡃୖ࡛ࡢ㛵ಀࡘ࠸࡚ࡣᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ
࠸ࡘࡲࡓᾏእࣅࢪࢿࢫ࡛ඹờࢆࡅࡿ᪥ࡀ᮶ࡿࡢࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡍࡗࡾࠊᒣෆẶࡢᛮ࠸ฟ⤊ጞࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊᮏ᭩ࡢ㨩ຊ
ᑡࡋゐࢀࡓ࠸ࠋ୰ᅜㄒ࣏࣡ࣥࣥࢺㅮᗙࡽࠊ୰ᅜ≉᭷ࡢ⩦័࣭ᖖ㆑ࠊ
୰ᅜ⤒Ⴀࢧ࣏࣮ࢺࡲ࡛᭩ࢀࡓᮏ᭩ࡣࠊ༢࡞ࡿࣅࢪࢿࢫ᭩࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ᒣෆẶࡢ⤒㦂ࡼࡿࡅࡀྛᡤ⏕ࡁࡓࠊ
ࠕᚰᚓ࡛ࠖ࠶ࡿᛮ࠺ࠋ≉
➨  㒊➨  ❶୰ᅜ㐍ฟᇶᮏ࣏ࣥࢺ ࢧ࣏࣮ࢺ࡞ࡣࠊᾏእࣅࢪࢿ
ࢫࡢ⤒㦂ࢆᚓࡓ⌧ᅾ࡛ࡣࠊ⭸ࢆᡴࡘෆᐜࡤࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ᭩ࡀࠊ୰ᅜ㝣ྥ࠺⤒Ⴀ⪅ࡗ࡚ࠊ㔠ゝࡢจ⦰࡛࠶ࡿࡇࡣ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࠋࡐࡦࠊ㝮ࠎ┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ▱㆑ᩥࢆࡑࡢ㌟⧳
ࡗ࡚ᡝࡁࡓ࠸ࠋ

࢚ࢺࣥࢻࢢ࣮ࣟࣂࣝ ♫⤂ࡣࠊ ࣮࣌ࢪࢆཧ↷ୗࡉ࠸ ࠋ
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特集

中国語の正しい勉強法

≉㞟 

第 1 項 ୰ᅜㄒࡢṇࡋ࠸ຮᙉἲ
こんな経験ありませんか
➨  㡯ࡇࢇ࡞⤒㦂࠶ࡾࡲࡏࢇ
 誰もが経験する
ㄡࡶࡀ⤒㦂ࡍࡿ͆㏻ࡌ࡞࠸͇
“ 通じない ”
⮬ศ࡛ࡣୖᡭᛮࡗ࡚࠸࡚ࡶ࡞࡞㏻ࡌ࡞࠸ࠋ
ୖ㐩ࡢ㐣⛬࡛ఙࡧᝎࡳ᎘Ẽࡀࡉࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୰ᅜㄒᩍᐊ㏻ࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽ࡞࡞ୖ㐩ࡋ࡞࠸ࠋ
どⅬࢆኚ࠼࡚ࠊຮᙉࢆࡸࡾ┤ࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ᚋ୰ᅜ㥔ᅾࢆࡍࡿணᐃ࡞ࡢ࡛⏕ࡁࡓ୰ᅜㄒࢆࠋ
ຮᙉࡋ࡚࠸ࡿࡢヰࢆࡍࡿࡢࡀ㸦㏻ࡌ࡞࠸ࡶࡋࢀ࡞࠸
ᛮ࠺㸧࠾ࡗࡃ࠺ࡔࠋ
⮬ศࡢᐇຊࡢ࡙ࡅࢆࡕᚓࡿࡓࡵࠋ
ࣛࢪ࣭࢜ࢸࣞࣅ୰ᅜㄒㅮᗙࡣ ẖᖺ  ᭶ጞࡵࡿࡀ ࠸ࡘࡶ
ᩘࣨ᭶࡛ࠊࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
WíQJ E» GŊQJ

⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸㸟㸦 ྶ  ᠐ 㸟㸧ゝࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
VK«Q PH

ఱ㸽㸦 ொ 㸽㸧ゝࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
୰ᅜㄒ࡛ヰࡋࡅࡓࡢࡲࡗࡓࡃᛂࡋ࡞࠸ࠋ




Ẽࡋ࡞࠸ຬẼࢆᣢࡗ࡚ṇࡋ࠸ຮᙉἲ࡛
ᗘࢳࣕࣞࣥࢪࢆ㸟
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≉㞟 

第2項
୰ᅜㄒࡢṇࡋ࠸ຮᙉἲ
中国語の正しい勉強法とは

➨  㡯୰ᅜㄒࡢṇࡋ࠸ຮᙉἲࡣ


୰ᅜேࡢ㣗࣭㆟࣭㞧ㄯ➼࡛⮬ศ࡛ࡣ㏻ࡌࡿ࣭ཷࡅࡿ࣭࠺ࡲ
࠸ࡵࡽࢀࡓࡀ࠶ࡾࠊูࡢᶵ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ヰࡋࡓࡘࡶ
ࡾ࡞ࡢࠊ┦ᡭࡣࡲࡗࡓࡃᛂࡋ࡞࠸ࠊࡑࢀࡇࢁ┦ᡭព
ࡀゎࡽ࡞࠸㸦㸻ྶ㏻㸧ゝࢃࢀࢆ࠸ࡓࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸽
 
ࡋࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆࡋ࡞࠸ࡇࡣࡲࡎ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⚾ࡶྠ
ࡌᵝ࡞⤒㦂ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ୰ᅜㄒ࡛ࡣ᪉ゝࡸᆅ᪉⊂≉ࡢゝⴥࡀከࡃࠊ
㏻ࡌ࡞࠸ࡢࡣ⮬ศࡔࡅࡢࡏ࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊ┦ᡭഃࡢၥ㢟ࡢሙྜࡶ࠶
ࡾࡲࡍࠋᚑ࠸୰ᅜேྠኈ࡛ࡶࠊฟ㌟ᆅࡢ㐪࠸➼ࡽ㏻ࡌ࡞࠸ࡇ
ࡣࡼࡃ࠶ࡿࡇ࡛ࡍࠋ
ࡋࡗࡾࡋࡓᶆ‽ㄒࡣఱࢆ⌮ゎࡋヰࡏࡤࠊᚲࡎ㏻ࡌࡲࡍࠋ
ఱ࠾࠸࡚ࡶ㛫㐪ࡗࡓຮᙉἲࡸࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ᪉ἲࢆ⥆ࡅ࡚࠸
࡚ࡶୖ㐩ࡣᮇᚅ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

ṇࡋ࠸୰ᅜㄒࡢຮᙉἲࡣࠊ㏻ࡌࡿ୰ᅜㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ
㏻ࡌࡿ୰ᅜㄒࡢ⩦ᚓࡣᶆ‽ㄒࢆࡋࡗࡾᏛࡪࡇ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀ࡛ࡣ㏻ࡌࡿ୰ᅜㄒࢆຮᙉࡍࡿࡣࡢࡼ࠺ࡍࡁࠋ

ᮏ᭩ࡣ୰ᅜ࠶ࡿ᪥⣔୰ᑠᴗᕤሙࡢ⤒Ⴀࢆクࡉࢀࡓ᪥ᮏ
ே⤒Ⴀ㈐௵⪅ྥࡅࡋࡓࡶࡢ࡛ࡍࡀࠊྠ୰ᅜཬࡧ୰ᅜㄒࢆ
ຮᙉࡍࡿ᪉ࠎࠊࡶ࠺୍ᗘึᚰᡠࡗ࡚ຮᙉࡍࡿࡇࢆ࠾ዡࡵࡋ
ᮏ᭩ࢆά⏝࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓ⮬ಙࡀ࠶ࡿ᪉ࠎࡣࠊࡑࡢᐇຊࢆࣆ࣮࡛ࣝࡁࡿࡼ࠺㢪
࠺ࡋࡔ࠸࡛ࡍࠋ 

࡛ࡣ࠸ࡗࡓ࠸͆ṇࡋ࠸ຮᙉἲ͇ࠊ͆㏻ࡌࡿ୰ᅜㄒࡢ⩦ᚓ͇ࡣ
ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
ḟ㡯 ➨  㡯 ࡢ㸻ṇࡋ࠸ຮᙉἲ ୰ᅜㄒୖ㐩ࡢ  ᮲㸻࡚ࠊ
ヲࡋࡃㄝ᫂ࡋࡲࡋࡻ࠺ࠋ
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特集

中国語の正しい勉強法

≉㞟

第 3 項 ୰ᅜㄒࡢṇࡋ࠸ຮᙉἲ
中国語上達の
5 か条
➨㡯୰ᅜㄒୖ㐩ࡢ᮲

   ➨᮲ ኌㄪ ኌ ࡢ⩦ᚓ
■ 第1条
声調（4
声）の習得
➨᮲
ࣆࣥࣥࡢ⩦ᚓ
■ 第2条
ピンインの習得
   ➨᮲ ṇࡋࡃඛ⏕ࢆ㑅ࡪ
■ 第3条
正しく先生を選ぶ
   ➨᮲ ᶆ‽ㄒࡢ⩦ᚓ
■ 第4条
標準語の習得
సᩥࡢ⦎⩦
   ■
➨᮲
第5条
作文の練習

୰ᅜㄒࡢ≉ᚩࡣⓎ㡢ࡢ㞴ࡋࡉ࠶ࡾࡲࡍࠋ
➨  㡯࡛ࡣࠊࡇࢀࢆඞ᭹ࡍࡿࡓࡵࠊṇࡋ࠸ຮᙉἲࡢ୰ᅜㄒ
ୖ㐩ࡢ  ᮲ࡋ࡚ࢃࡾࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋⓎ㡢ࡢ≉ᚩ
ࠊ➨  ࣆࣥࣥࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡋ࡚ࠊ➨㸯ኌㄪ㸦 ኌ㸧
ࡑࢀࡒࢀ➨  ᮲ཬࡧ  ᮲ࢆཧ↷ୗࡉ࠸ࠋ

ࣆࣥࣥࢆ⩦ᚓࡍࡿ࣏ࣥࢺࡋ࡚ࠊ୰ᅜㄒࡶ᪥ᮏㄒ㺃ⱥㄒ
ྠࡌࡃẕ㡢ࠊᏊ㡢ࠊࡑࡋ࡚Ꮚ㡢㸩ẕ㡢⤌ࡳྜࢃࡏࡀࠊ ㏻ࡾ
ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ୰࡛ࡶᏊ㡢㸩ẕ㡢ࡲࡓᏊ㡢ẕ㡢Ꮚ㡢ࡢ⤌ࡳ
ྜࢃࡏࡓⓎ㡢ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋຮᙉࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛ࡍࠋ

ษ࡞ࡇࡣࠊ͆ࣆࣥࣥ㸩ኌㄪ㸻୍ࡘࡢ㡢͇ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡛
ࡍࠋࡁࢃࡵ࡚⡆༢࡞ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡶ͆⚾͇ ࢃࡓࡋ ゝ
࠺ሙྜࠊⓎ㡢ࡢᵓᡂࡣࠊ͆ࢃ࠵࣭ࡓ࠵࣭ࡋ࠷͇࡛ࡍࠋ
͆ZD࣭WD࣭VKL͇࡛ࡍࡀࠊᐇ㝿ࡢⓎ㡢ࡣࠊࡈࡃ⮬↛
࣮࣐ࣟᏐ࡛ࡣࠊ
͆ࢃࡓࡋ͇Ⓨ㡢ࡋࠊࡑࡢࡼ࠺᭩ࡁࡲࡍࠋ୰ᅜㄒࡶྠࡌ࡛ࡍࠋ
୍ࡘ୍ࡘࡢẕ㡢㺃Ꮚ㡢ຊࢆධࢀࡿࡇ࡞ࡃࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚Ⓨ㡢
ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋࡇࡢឤぬࡲࡓࡇࡢឤゐࢆཱྀ࡛ぬ࠼࡚ୗࡉ࠸ࠋ

୰ᅜㄒᩍᐊ࡛ຮᙉࡍࡿ᪉ࠎࡢཱྀࢆࡳࡿ⥭ᙇࡋ࡚ࡋࡲ࠸
ࡲࡿ࡛ࣟ࣎ࢵࢺࡀヰࢆࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞᪉ࡶࡳࡅࡲࡍࠋ
◳ࡃ࡞ࡽࡎࠊࡈࡃ⮬↛ࣜࣛࢵࢡࢫࡋ࡚Ⓨ㡢ࡍࡿࠊ
ࡇࢀࢆ࠸ࡘࡶᚰࡀࡅࡿࡇࡀୖ㐩ࡢ⛎ジ࡛ࡍࠋ
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୰ᅜㄒࡢṇࡋ࠸ຮᙉἲ
➨  㡯୰ᅜㄒୖ㐩ࡢ  ᮲ 

第1条

➨㸯᮲ ኌㄪ㸦 ኌ㸧ࡢ⩦ᚓ


声調（4 声）の習得

 ኌ㸦ࡋࡏ࠸㸻 ࡘࡢࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆࣆࣥࣥඹ⮬↛
ࡢࣥࢺࢿ࣮ࢩࣙࣥࡋ࡚Ⓨ㡢࡛ࡁࡿࡼ࠺⩦ᚓࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ
 ኌ ࡋࡏ࠸ ࡣࠊẕ㡢ࡢࡳࡁࡲࡍࠋᏊ㡢ࡣୖࡆୗࡆࡋ࡞࠸ࡼ
࠺⦎⩦ࡍࡿࡇࡀษ࡛ࡍࠋᏊ㡢ࢆୖࡆୗࡆࡍࡿ㏻ࡌ࡞ࡃ࡞ࡾ
ࡲࡍࡢ࡛ὀពࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠋ

\í VKÕQJ

\íQS¯QJ

S¯QJVKÕQJ

୍ ኌ 㸦࠸ࡗࡏ࠸グྕࡣ㸫㸧  㜷 ᖹ 㸦 ᖹ
ୖࡆୗࡆࡏࡎࡈࡃ⮬↛ᖹࡽⓎ㡢ࡋࡲࡍࠋ

ªU VKÕQJ

ኌ 㸧

\£QJS¯QJ

 ኌ  ࡏ࠸グྕࡣۤ   㜶 ᖹ 
ᑼୖࡀࡾࡢⓎ㡢࡛ࡍࡀࠊᑼࢆୖࡆࡼ࠺⥭ᙇࡋ࡞࠸࡛ୗࡉ࠸ࠋ

VÃQ VKÕQJ

VK¢QJ VKÕQJ

୕  ኌ 㸦ࡉࢇࡏ࠸グྕࡣۧ㸧  ୖ  ኌ 
ẚ㍑ⓗప࠸㡢࡛ኻᩋࡋࡓࠊ
͆࠶࣮࠶͇࠸࠺ឤࡌ࡛Ⓨ㡢ࡋࡲࡍࠋ

T»VKÕQJ

V® VKÕQJ

U»VKÕQJ

ᅄ ኌ 㸦ࡼࢇࡏ࠸グྕࡣ͞㸧 ཤ ኌ 㸦ධ ኌ 㸧
㧗࠸ࡇࢁࡽⴠࡕ࡚࠸ࡃㄪᏊ࡛ࡍࠋព㆑ⓗୗࡆ࡚ୗࡉ࠸ࠋ


      ୍୕ᅄ
 㧗
 Ќ
 ୰
 Ў
 ୗ


第3項

中国語上達の 5 か条
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