
前 書 き

大学の専門科目以外の初修中国語において、2 年次以上の授業は、もはや必修ではない
ので、敢えて履修する学生こそ、きっと興味とやる気があって、勉強したいという気持ち
があるのだと思います。しかし、1 年生の中国語の授業は週 1、2 回程度で、多くのこと
が勉強できるとは言えず、2 年生になって単語や文法、内容が急に難しくなると、手に負
えないと感じて、恐怖感と挫折感が同時に沸いてくるのではないでしょうか。

また、中級に上がって、中国語の学習を続けても、中国の地理、歴史、教育などの一般
知識についてあまり関心がなく、よく知らない学生も少なくないと思います。

原因はいろいろあると思われますが、テキストも大切なのではないでしょうか。
以上の問題を反省しながら、私たちは 2 つの目標を設定して、本書を編集しました。
①　やさしく楽しく勉強が続けられるように
②　中国について興味が持てるように
そのため、本書は簡単な常用単語を用い、中国の料理、地理、歴史、言語、教育など、

中国について楽しい会話とやさしい読解文で学べるよう編集しました。
構成はシンプルです。90 分の授業で、2 回で 1 課のペースで練習も十分にできると思い

ます。
1．会�话（会話）：10 行の会話で楽しく勉強しながら、中国の知識を得る。
2．词�汇（語彙）：負担にならずに覚えられるよう、会話の語彙を 12 個に絞る。
3．语�法点（ポイント）：各課の会話に使われる用語と文型を 3 個選び、簡単な説明と例

文で語彙と文法を学ぶ。
4．理�解问答（読解）：会話とポイントを学習した後、読解力を訓練するために、会話と

同じ内容の文章と、簡単な質問を用意。読解と会話を同時に訓練できる。
5．练�习（練習問題）：最後に復習として、『やさしく楽しい 400 語で学ぶ中国語入門』

（郭春貴・郭久美子著、白帝社）と同じく、簡単な練習問題（聞き取り、日文中訳、
ピンインを漢字に直し日本語に訳す）を設ける。

6．复�习（復習）：4 課ごとに復習として、中国語検定と HSK 形式の練習問題を用意。
以上 1 ～ 5 はすべて、音声を用意していますので、どうぞご活用ください。
巻末に、各課の「会話」と「読解」の日本語訳と基本語句の「日本語から引く語彙索引」

も用意しました。復習と作文の練習に活用してください。
本書の編集に当たって、多くの先生方から貴重な助言をいただき、また白帝社の皆様、

特に小原恵子さん、岸本詩子さん、十時真紀さんより多大なご支援をいただきました。心
より感謝いたします。皆様のご教示、ご指導をいただければ幸いです。謝謝！！

2016 年 12 月 25 日
郭春貴・郭久美子・梁勤
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中国的教育

Zhōngguó	de	jiàoyù

高桥： 中国 　的　教育　学制　也　是　“6　3　3　制”　吗？
	 Zhōngguó			 de			 			jiàoyù						xuézhì						yě					shì					 “liù			 sān		 sān				zhì”						ma?

陈玲： 是，　基本上　是　小学　6　年，　初中　3　年，　高中　3　
	 Shì,						 jīběnshàng						shì					xiǎoxué				 liù					nián,				 chūzhōng		 sān			 nián,				 gāozhōng		 sān	

	 年。　有些　地方　也　实行　“5　4　3　制”，　小学　5　年，　
	 nián.					Yǒuxiē					dìfāng						yě			 		shíxíng				“wǔ				sì				sān				zhì”,							xiǎoxué				wǔ			nián,	

	 初中  　4　年，　高中　3　年。
	 chūzhōng			sì				nián,				gāozhōng			sān			nián.

高桥： 那些　 学校　 都　 是　 国立　 的　 吗？  有　 没　 有　 私立　
	 Nèixiē						xuéxiào					dōu						shì						 guólì						 	de							ma?							Yǒu				 méi				 yǒu							 sīlì	

	 学校　呢？
	 xuéxiào					ne?

陈玲： 有，　也　有　一些　私立　学校，　不过　学费　都　很　贵。
	 Yǒu,							yě					yǒu						yìxiē									sīlì							 xuéxiào,						búguò						xuéfèi					dōu					hěn				guì.

高桥： 听说　国家　办　的　学校，　还　有　重点　学校　和　普通　
	 Tīngshuō		 guójiā					bàn					de					xuéxiào,						hái					yǒu		 zhòngdiǎn			xuéxiào				 hé					pǔtōng	

	 学校　之　分，　是　吗？
	 xuéxiào				zhī					 fēn,							shì						ma?

陈玲： 是，　很　多　大　城市　都　有　重点　小学、　重点　中学。　
	 Shì,						hěn				duō					dà				chéngshì			dōu				 yǒu			zhòngdiǎn			xiǎoxué\			zhòngdiǎn		zhōngxué.	

	 只有　成绩　优秀　的　学生　才　能　考进去。
	 Zhǐyǒu				chéngjì				 yōuxiù						de				xuésheng			cái				néng					kǎojìnqu.

第 10课

Dì	shí	kè

会 话 huìhuà 74
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高桥： 那　普通　学校　呢？ 谁　都　能　上　吗？
	 Nà					 pǔtōng					xuéxiào				 ne?					 Shéi				dōu			 néng		 shàng			ma?

陈玲： 不，　除了　上　小学　不用　考试　以外，　其他　上　初中、　
	 Bù,							 chúle					shàng			xiǎoxué				búyòng					kǎoshì						yǐwài,										qítā					shàng		chūzhōng\	

	 上　 高中、　上　大学　都　要　考试。
	 shàng		gāozhōng\			 shàng				dàxué					 dōu					yào					kǎoshì.

高桥： 最后　一　个　问题，　听说　考　大学　的　“高考”，　竞争　
	 Zuìhòu						yí						 ge						wèntí,						 tīngshuō				kǎo					dàxué						de					 “gāokǎo”,					 jìngzhēng	

	 压力　非常　大，　是　吗？
	 yālì					 		 	fēicháng					dà,						 	shì						ma?

陈玲： 没　错，　压力　特别　大。　只要　是　高中生，　没　有　不　
	 Méi				cuò,								yālì								 	tèbié							dà.							Zhǐyào					shì		 gāozhōngshēng,			méi				yǒu					bú	

	 怕　高考　的。
	 pà					 	gāokǎo					de.

　　

 词 汇 cíhuì

75

	 1 基本上 jīběnshàng：基本的に
	 2 初中 chūzhōng：中学校。“初级中学” の略称。

高校は “高中 gāozhōng” という。“高级中
学” の略称

	 3 实行 shíxíng：実行する、実施する
	 4 办 bàn：…する、処理する、運営する、創

設する。“办事” “办学校”
	 5 重点 zhòngdiǎn：重点、重要な

	 6 普通 pǔtōng：普通、一般的な
	 7 成绩 chéngjì：成績
	 8 优秀 yōuxiù：優秀な
	 9 考 kǎo：試験を受ける
	10 高考 gāokǎo：大学に入るための試験。日本

のセンター試験のような試験
	11 竞争 jìngzhēng：競争する
	12 怕 pà：怖がる
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只要…，就… zhǐyào…,	jiù…：「…さえ…すれば」。“只要…，没有不…” の文型もある。

①�只要有钱，我就去留学。
Zhǐyào	yǒu	qián,	wǒ	jiù	qù	liúxué.

②�只要有 60 分，他就满足了。
Zhǐyào	yǒu	liùshí	fēn,	tā	jiù	mǎnzú	le.

③�只要是日本人，没有不知道富士山的。
Zhǐyào	shì	Rìběnrén,	méi	yǒu	bù	zhīdào	Fùshìshān	de.

只有…，才… zhǐyǒu…,	cái…：「…しないかぎり、…できない」「…してはじめて…で
きる」

①�只有总经理来，问题才能解决。
Zhǐyǒu	zǒng	jīnglǐ	lái,	wèntí	cái	néng	jiějúe.

②�只有努力学习，才能考上你想上的大学。
Zhǐyǒu	nǔlì	xuéxí,	cái	néng	kǎoshàng	nǐ	xiǎng	shàng	de	dàxué.

③�只有当了父母，才能了解父母的辛苦。
Zhǐyǒu	dāngle	fùmǔ,	cái	néng	liǎojiě	fùmǔ	de	xīnkǔ.

疑問詞＋ “都 dōu／也 yě”：「誰も／どこも／どうやっても…」

①�那个交流会谁都能参加。
Nèige	jiāoliúhuì	shéi	dōu	néng	cānjiā.

②�你什么时候也不能去打扰他。
Nǐ	shénme	shíhou	yě	bù	néng	qù	dǎrǎo	tā.

③�我怎么学习都没有进步。
Wǒ	zěnme	xuéxí	dōu	méi	yǒu	jìnbù.

语法点 yǔfǎdiǎn
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中国　教育　学制　基本上　是　“6　3　3　制”，　即　小学　6　
	 Zhōngguó		 jiàoyù						 	xuézhì							jīběnshàng					 shì						 “liù				 sān			 sān				 zhì”,										jí						 	xiǎoxué				 liù	

年，　初中　3　年，　高中　3　年。　也　有　一些　地方　实行　“5　
nián,					chūzhōng		 	sān				nián,					gāozhōng			sān				nián.							Yě					 yǒu							yìxiē							 dìfāng						 shíxíng					 “wǔ

4　3　制”，　即　小学　5　年，　初中　4　年，　高中　3　年。　大学　
sì					sān				zhì”,									 jí						 	xiǎoxué				wǔ				nián,					chūzhōng				sì					nián,					gāozhōng			sān				nián.						 Dàxué	

本科　基本上　都　是　4　年，　医学　和　建筑　等　专业　得　学习　
běnkē							 jīběnshàng					dōu					shì					 sì					nián,								yīxué						 hé						 jiànzhù				 děng		 	zhuānyè				děi					 	xuéxí	

5　年。
wǔ			nián.

中国　国家　规定了　9　年　的　义务　教育，　所有　适龄　儿童　
	 Zhōngguó			guójiā							guīdìngle							jiǔ				nián					de							yìwù							jiàoyù,								suǒyǒu						shìlíng						értóng	

都　得　上学　接受　教育。　几乎　所有　学校　都　是　国家　办　的。　
dōu					děi				shàngxué			jiēshòu					jiàoyù.									Jīhū							suǒyǒu				 xuéxiào				dōu					shì						 guójiā						bàn					de.	

最近　也　有　一些　私立　学校，　但　学费　都　很　贵。　国家　办　
Zuìjìn							 yě					 yǒu							yìxiē									sīlì								 xuéxiào,						dàn					 xuéfèi					 dōu					hěn					guì.							Guójiā						bàn	

的　 国立　 学校，　 在　 义务　 教育　 的　 9　 年　 内，　 都　 不用　 交　
de								 guólì							xuéxiào,							zài							 yìwù							 jiàoyù							de					 	jiǔ					nián						nèi,						 	dōu						búyòng						jiāo	

学费，　只　交　一些　杂费。
xuéfèi,									zhǐ					 jiāo							yìxiē								záfèi.

许多　城市　的　中小学　都　有　重点　学校　和　普通　学校　
	 Xǔduō						chéngshì					 de				 zhōngxiǎoxué			dōu					yǒu				zhòngdiǎn			 xuéxiào					hé						 pǔtōng					 xuéxiào	

之　 分。　 重点　 学校　 是　 成绩　 比较　 好，　 水平　 比较　 高　 的　
zhī						 fēn.						Zhòngdiǎn				xuéxiào					 shì					 	chéngjì						 	bǐjiào							hǎo,					 	shuǐpíng					 	bǐjiào							gāo							de	

学校。　 在　 义务　 教育　 的　 9　 年　 内，　 跟　 普通　 学校　 一样，　
xuéxiào.							Zài							 yìwù							 jiàoyù							de					 	jiǔ					nián						nèi,						 	gēn					 pǔtōng						 xuéxiào						yíyàng,	

不用　 缴付　 学费，　 但　 得　 缴付　 较　 高　 的　 杂费，　 课程　 和　
búyòng						 jiǎofù								xuéfèi,							 	dàn						děi						 	jiǎofù						 jiào						gāo							de								záfèi,								 	kèchéng					hé	

学习　时间　跟　普通　学校　很　不　一样。
xuéxí							 	shíjiān					 gēn					pǔtōng					xuéxiào					hěn						bù						yíyàng.

理解问答 lǐjiě	wèndá 79
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全　世界　各　国　的　学生　都　很　怕　考试，　中国　 学生　
	 Quán					shìjiè							gè						guó						de			 		xuésheng			 dōu					hěn						pà						 kǎoshì,					 	Zhōngguó		 xuésheng	

也　不　例外，　可能　更　怕　考试。　除了　上　普通　小学　不　用　
yě						 	bú							lìwài,									kěnéng				gèng					pà						 kǎoshì.								Chúle					shàng				pǔtōng					xiǎoxué						bú				yòng	

考试　以外，　上　初中，　上　高中，　上　大学　都　得　考试。　特别　
kǎoshì								yǐwài,							shàng		chūzhōng,				shàng		 gāozhōng,				shàng				dàxué						dōu					děi						kǎoshì.								Tèbié	

是　上　大学　的　“高考”，　竞争　非常　激烈，　压力　很　大。　听说　
shì				shàng				dàxué						de						 “gāokǎo”,						jìngzhēng		 fēicháng						jīliè,											yālì								hěn					dà.						Tīngshuō	

大学　的　升学　率　虽　是　百　分　之　八十　左右，　但是　如果　
dàxué								de				 shēngxué				 lǜ						 suī					 shì						bǎi					 fēn						zhī							 bāshí							zuǒyòu,							 dànshì							rúguǒ	

想 　上　比较　好　的　大学，　真　是　难　若　登　天。　学生　到了　
xiǎng		shàng				 bǐjiào						hǎo						de							dàxué,							zhēn				shì						nán					ruò				dēng				tiān.					Xuésheng				dàole	

高　三，　不　只　本人　紧张，　连　教师、　家长　都　天天　坐立不安。
gāo					sān,								bù					zhǐ					běnrén					jǐnzhāng,					lián					jiàoshī\							jiāzhǎng				dōu					tiāntiān							zuòlì-bù’ān.

　

1 中国教育学制基本上小学几年？ 初中几年？ 高中几年？

Zhōngguó	jiàoyù	xuézhì	jīběnshàng	xiǎoxué	jǐ	nián?	Chūzhōng	jǐ	nián?	Gāozhōng	jǐ	nián?

2 中国的义务教育是几年？

Zhōngguó	de	yìwù	jiàoyù	shì	jǐ	nián?

3 中国的大学本科基本上学习几年？

Zhōngguó	de	dàxué	běnkē	jīběnshàng	xuéxí	jǐ	nián?

4 中国大学的医科和建筑等专业的本科要学习几年？

Zhōngguó	dàxué	de	yīkē	hé	jiànzhù	děng	zhuānyè	de	běnkē	yào	xuéxí	jǐ	nián?

5 重点学校和普通学校有什么区别？

Zhòngdiǎn	xuéxiào	hé	pǔtōng	xuéxiào	yǒu	shénme	qūbié?

6 中国大学的升学率大概是多少？

Zhōngguó	dàxué	de	shēngxué	lǜ	dàgài	shì	duōshao?

7 “高考”是什么？

“Gāokǎo”	shì	shénme?

80

★ 78



1．音声を聞いて、文のピンインと漢字を書き、日本語に訳しなさい。

①

②

③

2．次の文を中国語に訳し、ピンインを書きなさい。

① 毎日テキストの CD を 5 回聞きさえすれば、中国語がうまくなるよ。

② あなたが誠心誠意謝らないかぎり、彼女は許してくれないよ。

③ 日本では、どこにでもコンビニがあるそうですね。

3．次のピンインを読んで、漢字に直し、日本語に訳しなさい。

① Zhǐyǒu	duō	yùndòng,	nǐ	de	bìng	cái	huì	hǎo.

② Zhǐyào	nǐ	bù	shuōchūlai,	jiù	méi	yǒu	rén	zhīdào.

③ Tiánzhōng	shénme	shíhou	dōu	dàizhe	shū,	yǒu	kòng	jiù	kàn	shū.

练 习 liànxí

81
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