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◉発音の表記
中国語の発音はロ―マ字（ピンイン）で表記し、母音と子音に分けられる。その音節は、子
音＋母音（単・複母音）・単母音・複母音のいずれかによって構成される。
　例）	 子音＋母音：	 mā	（妈）
	 単　母　音：	 ā	 （阿）
	 複　母　音：	 ōu	 （欧）

◉声調記号
中国語の標準語には４つの声調がある。同じ音節であっても、声調によって漢字や言葉の意
味が異なる。

　　第１声　　ˉ　　高く平らに伸ばす		 mā（妈）

　　第２声　　ˊ　　一気に上げる	 	 má（麻）

　　第３声　　ˇ　　低く抑えて	 	 mǎ（马）

　　第４声　　ˋ　　一気に下げる	 	 mà（骂）

◉記号の位置
１）母音の上につける。
２）複母音の場合，“a”がなければ、“o”か“e”の上につける。
３）“i”と“u”が並べば後の方につける。
４）“i”の上につけるとき、（・）を省いてつける。
５）“j”“q”“x”の後の（ü）につけるとき、（¨）を省いてつける。
６）軽声には声調記号をつけない。

◉単母音
中国語の母音は単母音と複母音に分類される。単母音は次の６つである。

a 日本語のアより口を丸く開く ā（啊）

o 日本語のオより唇を丸くする ō（哦）

e 舌を下げて奥に引き息を出す ē（阿）

　　　　＊〔　〕内は、前に子音がつかないときの表記法である。

发音 入门【1】
   　         Fāyīn       rùmén

第1課

i〔yi〕 日本語のイより口を横に引く yī（一）

u〔wu〕日本語のウより唇を突き出す wū（屋）

ü〔yu〕日本語のユの形でイを言う yū（迂）

•
002 •

•
003 •
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◉子音
　中国語の子音は次の２１である。発音の部位によって、以下のように分けられる。

唇音 舌尖音 舌根音 舌面音 そり舌音 舌歯音

無気音 b（o） d（e） g（e） j（i） zh（i） z（i）

有気音 p（o） t（e） k（e） q（i） ch（i） c（i）

m（o） n（e） h（e） x（i） sh（i） s（i）

f（o） l（e）  r   （i）

＊（　）内は子音練習用の母音

１．子音（1）
唇音　　　  舌尖音　　  例　　　　　　　　　　　
b（o）	 	d（e）	 bō	 （波）	 dé	 （德）
 p（o）	 	t（e）	 pō	 （坡）	 tè	 （特）
 m（o）	 	n（e）	 mō	 （摸）	 nè	 （讷）
 f（o）	 	l（e）	 fó	 （佛）	 lè	 （乐）

２．子音（２）
舌根音　　  舌面音　　　 例　　　　　　　　　　　
 g（e）　	 	j（i）　	 gē	 （歌）　	 jī	 （机）
 k（e）　	 	q（i）　	 kē	 （科）　	 qī	 （七）
 h（e）　	 	x（i）　	 hē	 （喝）　	 xī	 （西）

３．子音（３）
そり舌音　  舌歯音　　  例　　　　　　　　　　　
 zh（i）	 	z（i）	 zhī	 （知）　	 zī	 （资）
 ch（i）	 	c（i）	 chī	 （吃）　	 cī	 （疵）
 sh（i）	 	s（i）	 shī	 （师）　	 sī	 （私）
 r    （i）	 	 rì （日）

•
004 •

•
005 •
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❖練習問題

一 . 無気音と有気音の区別に注意して読んでみましょう。
１）	bà	 （爸）　　２）	bù	 （布）　　３）	 dǎ	（打）　　４）	 dǐ	 （底）
	 pà	 （怕）	 pù	 （瀑）	 	 tǎ	 （塔）	 	 tǐ	 （体）

５）	gē	 （哥）　　６）	gǔ	 （古）　　７）	 jī	 （机）	 ８）	 jū	 （居）
	 kē	 （科）	 kǔ	 （苦）	 	 qī	 （七）	 	 qū	（区）

二．そり舌音と舌歯音の区別に注意して読んでみましょう。
１）	zhì	（治）　　２）	chǐ	（齿）　　３）	 shī	（师）　　４）	 shì	（市）
	 	zì	 （自）　　	 cǐ	 （此）	 	 sī	 （私）	 	 sì	 （四）

三．発音された方に“✓”をつけなさい。
１）□ shìlì	 （视力）		 □ shīlǐ	 （失礼）
２）□ sìjì	 （四季）　　	 □ sījī	 （司机）
３）□ zìjǐ	 （自己）		 □ shīqì	 （湿气）
４）□ shíyù	 （食欲）		 □ sīyǔ	 （私语）
５）□ zhùshè	（注射）		 □ chūsè	（出色）

四．発音を聞いて声調記号をつけなさい。
1）	 wuli	（物理）　　2）	 yuyi	 （雨衣）　　3）	mamu	 （麻木）　　4）	 nuli （努力）
	 wuli	（无礼）	 	 yuyi	 （浴衣）	 mabu	 （抹布）	 duli	 （独立）

5）	 jiji	 （积极）　　6）	 xiqi	 （稀奇）　　7）	 diwen	 （低温）　　8）	 gequ	 （歌曲）
	 jili	 （吉利）	 	 xiqi	 （吸气）	 tiwen	 （体温）	 geju	 （歌剧）

　
　◉一口会話

　Ａ．你们好！	 Nǐmen	hǎo!	 皆さん、こんにちは。

　Ｂ．老师好！	 Lǎoshī	hǎo!	 先生、こんにちは。　
　＊　　　　　＊　　　　　＊

　Ａ．谢谢！	 Xièxie!	 ありがとうございます。

　Ｂ．不客气！	 Bú	kèqi!	 どういたしまして。
　＊　　　　　＊　　　　　＊

　Ａ．再见！	 Zàijiàn!	 さようなら。

　Ｂ．再见！	 Zàijiàn!	 さようなら。

•
006 •

•
007 •

•
008 •

•
009 •

•
010 •
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诊断 治疗
                                                Zhěnduàn   zhìliáo

第8課

❖常用単語：症状❖

头疼
	tóuténg

頭が痛い

感冒
gǎnmào

風邪

发烧
fāshāo

発熱する

咳嗽
késou

咳をする

嗓子　疼
	sǎngzi			téng

喉が痛い

怀孕
huáiyùn

妊娠する

胃　疼
 wèi  téng

胃が痛い

肚子　疼
   dùzi    téng

腹が痛い

泻肚
xièdù

腹を下す

腰　疼
	yāo		téng

腰が痛い

胸　闷
xiōng		mèn

胸苦しい

恶心
ěxin

吐き気がする

•
072 •
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◉会話

医生∶请   坐， 您  哪里  不  舒服？
	 Qǐng				zuò，				nín						nǎli			     bù					shūfu?

患者∶我  胃  不  太  舒服。
	 Wǒ				wèi     bú					tài						shūfu.

医生∶食欲  怎么样？
	 Shíyù							zěnmeyàng?

患者∶食欲  不  好， 饭  后  经常  烧心。
	 Shíyù							bù					hǎo，   fàn     hòu			jīngcháng		shāoxīn.

医生∶您  过去  得过  胃病  吗？
	 Nín				guòqù							déguo					wèibìng			ma?

患者∶没 得过。
	 Méi			déguo.

医生∶最近  工作  特别  忙  吧？
	 Zuìjìn，					gōnzuò						tèbié					máng			ba?

患者∶对， 生活  也  不  规律。
	 Duì，		shēnghuó			yě						bù						guīlǜ.

◉新出語句 	

 1） 诊断	 ［動］診断する
 2） 治疗	 ［動］治療する
 3） 医生	 ［名］医者
 4） 坐	 ［動］座る
 5） 哪里	 ［代］どこ．どちら
 6） 舒服	 ［形］気分や体調がよい
 7） 不太	 ［連］あまり～でない
 8） 食欲	 ［名］食欲
 9） 怎么样	 ［代］どうですか
10） 好	 ［形］よい．立派だ
11） 饭	 ［名］ご飯．食事

12） ～后	 ［名］（時間的に）～あと
13） 经常	 ［副］いつも．常に
14） 烧心	 ［動］胸焼けがする
15） 过去	 ［名］以前．今まで
16） 胃病	 ［名］胃病
17） 最近	 ［名］最近．このごろ
18） 工作	 ［名］仕事
19） 特别	 ［副］特に．とりわけ
20） 忙	 ［形］忙しい
21） 生活	 ［名］生活．暮らし
22） 规律	 ［名］規則．規律

•
074 •

•
073 •
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❖基礎文法
◉形容詞述語文 
形容詞述語文とは、述語の部分は形容詞である文。形容詞の前に副詞が用いられるのが特徴
である。ただし、複文や疑問文などの場合はこの限りではない。

1）　值班医生今天很忙。	 Zhíbān	yīshēng	jīntiān	hěn	máng.
2）　肩膀不疼，脖子疼。	 Jiānbǎng	bù	téng, bózi	téng.
3）　你的工作有意思吗？	 Nǐ	de	gōngzuò	yǒu	yìsi	ma?

◉副詞の用法  
1）　我妹妹有点儿咳嗽。	 Wǒ	mèimei	yǒudiǎnr	késou.
2）　我的胃有时不舒服。	 Wǒ	de	wèi	yǒushí	bù	shūfu.
3）　我的小肚子经常疼。	 Wǒ	de	xiǎodùzi	jīngcháng	téng.
4）　医疗费用比较贵吧？			 Yīliáo	fèiyòng	bǐjiào	guì	ba?

5）　那个患者特别高兴。	 Nàge	huànzhě	tèbié	gāoxìng.
6）　今天的菜不太好吃。	 Jīntiān	de	cài	bú（tài）	hǎochī.

◉構造助詞 “ 的 ”（３）　 
形容詞は限定語（連体修飾語）として名詞を修飾する場合には、被修飾語との間に構造助詞
“的”がよく用いられる。
Ａ．単音節形容詞（＋的）＋名詞	

1）　这是新（的）血压计。	 Zhè	shì	xīn	（de）	xuèyājì.

Ｂ．複音節形容詞＋的＋名詞	
1）　小李是最认真的护士。	 Xiǎo	Lǐ	shì	zuì	rènzhēn	de	hùshi.

◉構造助詞 “ 地 ” 
形容詞は状況語（連用修飾語）として動作の様子・状態・程度などを説明する場合には、被
修飾語との間に構造助詞“地”がよく用いられる。
Ａ．単音節形容詞＋動詞	

1）　你每天尽量多喝开水。	 Nǐ	měitiān	jìnliàng	duō	hē	kāishuǐ.

Ｂ．複音節形容詞＋（地）＋動詞
1）　铃木认真（地）练习。	 Língmù		rènzhēn（de）	liànxí.

◉主述述語文
　主述構造を文の述語として、主語の一部の様子や状態などを取り上げて説明する文。

1）　京都大学很多。		 Jīngdū	dàxué	hěn	duō.	
2）　我睡眠不太好。		 Wǒ	shuìmián	bú	tài	hǎo.

•
079 •

•
078 •

•
077 •

•
076 •

•
075 •
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❖練習問題
一．次の文の　　　	に語句を入れ替えて読んでみましょう。

1） Ａ：最近很　（a）　 吧？ （a）忙 máng		 寂寞 jìmò
 Ｂ：不	　（a）　, 很 　（b）　。 （b） 清闲 qīngxián	 愉快 yúkuài

2） Ａ：这本书	　（a）　 吗？ （a）难 nán									　	 	贵 guì
 Ｂ：不	　（a）　 , 很 　（b）　。 （b）简单 jiǎndān				　	 便宜 piányi

3） Ａ：	今天	　（a）　 	不	　（a）　？		 （a） 热 rè											　	 冷 lěng
 Ｂ：不	　（a）　 , 很 　（b）　。 （b） 凉快 liángkuai		　	 暖和 nuǎnhuo

二．発音を聞いて　　　					に漢字を書き入れ、答えましょう。

1） 今天		　　　　　　　　　 吗？ 　 回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 Jīntiān										rè	              ma?       
2） 最近		　　　　　　　　　 吗？ 　 回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 Zuìjìn										máng										 ma?       
3） 药费		　　　　　　　　　 吗？ 　 回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 Yàofèi											guì											 ma?       
4） 昨天	　　　　　　　　　 怎么样？ 回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	 Zuótiān				shuìmián			zěnmeyàng?       
5） 最近	　　　　　　　　　 怎么样？ 回答　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	 Zuìjìn								shíyù						 zěnmeyàng?      

三．ピンインの語順で文の誤りを直して和訳しなさい。

1） 

　正解：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

2） 

　正解：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

3） 

　正解：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

4） 	 	

　正解：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   

5） 

　正解：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 訳：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

他　的　医生　是　有名　特别　非常。	

大牧　的　漂亮　女朋友　特别　是。

昨天　是　不　没意思　的　棒球　赛。		

国家　考试　成绩　是　也　太　不　好。

王　大夫　是　一　辆　好　的　车　有。	

Tā	 shì	 fēicháng	 yǒumíng	 de	 yīshēng.

Dàmù	 de	 nǚpéngyou	 tèbié	 piàoliang.

Zuótiān	 de	 bàngqiú	 sài	 méiyìsi.	

Guójiā	 kǎoshì	 chéngjì	 yě	 bú	 tài	 hǎo.

Wáng	 dàifu	 yǒu	 yí	 liàng	 hǎo	 chē.

•
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１ 请  把  提包  放在  这儿。
 Qǐng    bǎ      tíbāo				 fàngzai     zhèr.
 かばんをここに置いてください。

２ 请  您  吸  气！
 Qǐng   nín     xī     qì!
 息を吸ってください。

３ 请  您  吐气！
 Qǐng   nín      tǔqì!
 息を吐いてください。
 

４ 请  您  张开  嘴！
 Qǐng   nín   zhāngkāi		 zuǐ!
 大きく口を開けてください。

５ 请  您  伸出  手！
 Qǐng   nín    shēnchu   shǒu!
 手を出してください。

６ 请  您  握  拳！
 Qǐng   nín    wò   quán!
 手でグ－をつくってください。

７ 好  了，手  可以  放松  了。
 Hǎo     le,       shǒu     kěyǐ     fàngsōng    le.
 いいですね、手を楽にしていいですよ

８ 现在  为  您  抽  血。
 Xiànzài    wèi     nín   chōu   xuè.
 採血します。

8 常规检查
（一般検査）

【常用表現】

•
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 ９ 现在  为  您  量  血压。
 Xiànzài    wèi    nín   liáng    xuèyā.
 血圧を測りましょう。

10 现在  为  您  量  脉搏。
 Xiànzài    wèi    nín   liáng    màibó.
 脈拍を調べましょう。

11 请  您  挽起  袖子，露出  手腕。
 Qǐng   nín     wǎnqi       xiùzi,        lòuchu     shǒuwàn.
 袖をまくって、腕を出してください。

12 现在  为  您  量  身高  和  体重。
 Xiànzài    wèi    nín   liáng   shēngāo    hé     tǐzhòng.
 身長と体重を測りましょう。

13 现在  为  您  检查  视力  和  听力。
 Xiànzài    wèi    nín    jiǎnchá      shìlì        hé      tīnglì.
 視力と聴力の検査をします。

14 请  用  这个  杯子  去  取  尿！
	 Qǐng  yòng    zhège       bēizi      qù     qǔ     niào!
 このコップに尿を採ってきてください。

15 明天   上午  空腹  检查。
	 Míngtiān   shàngwǔ   kōngfù     jiǎnchá.
 明日午前、空腹検査します。

16 晚上   九  点  以后，请  不要  进食。
 Wǎnshang   jiǔ	   diǎn     yǐhòu,      qǐng     búyào      jìnshí.
 夜 9 時以降は飲食しないようにしてください。
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