
1	 中国語の文字・発音
1  中国語の漢字は「簡体字（かんたいじ）」と呼ぶ。

2  中国語の発音はピンインという声調（せいちょう）がついたローマ字で表記。

2	 発音：四声
1   音を上げたり下げたりする「声調（せいちょう）」は、主に４種類あり、「四声（し

せい）」とも呼ぶ。

2    第1声 第2声 第3声 第4声
  ā á ǎ à
  アァ アァ アァ アァ
 第１声 出だし高く、高さをキープ。
 第２声 一気に上げる。
 第３声 低い位置でキープ。ため息をつく感じ。
 第４声 出だし高く、後はジェットコースターを滑り落ちる感じ。
 軽　声 声調符号はない。ほかの語の後ろで「軽く短く」発音。

3	 発音：母音
a 口を大きく開けて「アー」と出す。
o 日本語の「オ」より口を丸く突き出す。
e みぞおちから「エ」と「オ」の中間の音を出す。
i 口を思いっきり左右に開いて「イー」と出す。
u 日本語の「ウ」より口を丸く突き出す。
ü 日本語の「ウ」の口の形で「イ」と音を出す。
er	みぞおちから「エ」と「オ」の中間の音“e”の音を出しながら、舌先を上にそり上

げる。

持ち歩きに便利なPDFも三修社のホームページで公開しています。
http://www.sanshusha.co.jp/

さぼった日も忙しい日もチラ見するだけ
おさぼりカード
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4	 子音
1 	子音は全部で
	 21種類あります。

5	 複合・鼻母音
1  

2  中国語では、２つの「-n」と「-ng」（ン）を意識的に使い分ける。
 「-n」は「案内」（アンナイ）と言うときの「ン」。
 「-ng」は「案外」（アンガイ）と言うときの「ン」。

6	 動詞述語文
1「AはBを（に）〜する」
A　＋　動詞　＋　B　。
＊「Bを」は、なくても良い。

2 	「AはBを（に）〜しない」
A　＋　不　＋　動詞　＋　B　。
　　　　　　　 bù
　　　　　　					ブゥ

3 	「AはBを（に）〜しますか」
文 　＋　吗 ？			/		〜動詞　＋　不　＋　動詞	？

　　　　　　　　　   ma 　　　　　　　　　　　　　　   bu
　　　　　　　　　　		マァ　　　　　　　　　　　　　　　　　　			ブゥ

　　む		き	おん

① <無気音>	
								ゆう	き	おん
② <有気音>

				しんおん
③唇音 b(o) p(o) m(o) f(o)
				ぜっせんおん
④舌尖音 d(e) t(e) n(e) l(e)
				ぜっこんおん
⑤舌根音 g(e) k(e) h(e)
				ぜつめんおん
⑥舌面音 j(i) q(i) x(i)
													じたおん
⑦そり舌音 zh(i) ch(i) sh(i) r(i)
					ぜっ	し	おん
⑧舌歯音 z c s

①	大→小タイプ ai					ei				ao				ou

②	小→大タイプ 	-ia			-ie			-ua			-uo			-üe
(ya)	(ye)	(wa)	(wo)	(yue)

③	小→大→小タイプ 	-iao			-iou			-uai		-uei
(yao)	(you)	(wai)	(wei)
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7	 「です」述語文
1「AはBです」
A　＋　	是	　＋　	B　。
 　　　　　　    shì
			　　　　　　　	シー

2 	疑問「AはBですか」
A　＋　	是	　＋　B　＋　	吗	？
　　　　　　　 shì　　　　　　　　 　　 　　　 ma
　　　　　　　　	シー　　　　　　　　　　　　　　	マァ

＊「はい」は、	是	、「いいえ」	不是	。			　　　是。	/　不是。
　　　　　　　　　　shì　　　　　　　　　 bú shì　　　　　　　   shì.　　　   bú shì.
　　　　　　　　　　　　　シー　　　　　　　　　　　		ブゥシー　　　　　　　　　	　	シー　　　　	　ブゥシー

3 	否定「AはBではない」
A　＋　	不是	　＋　	B　。
　　　　　　　　bú shì
　　　　　　　　		ブゥシー

8	 所有・存在の表現
1「ＡはＢを持っています」「ＡにはＢがあります」
Ａ　＋　有　＋　Ｂ　。
 　　　　　　   yǒu
			　　　　　　			ヨウ

2 	否定「ＡはＢを持っていません/Ｂがありません」
Ａ　＋　没　＋　有　＋　Ｂ　。
　　　　　　　 méi　　　　　  yǒu
　　　　　　　			メイ　　　　　　	ヨウ

3 	疑問「ＡはＢを持っていますか/Ｂがありますか」
Ａ　＋　有　＋　Ｂ　＋　吗	？
　　　　　　　 yǒu　　　　　　　　　　　　　ma
　　　　　　　　ヨウ　　　　　　　　　　　　　　マァ

9	 存在文“在”
1「〜は…にあります」
主語　＋　在　＋　場所　。
 　　　　　　　　　zài
			　　　　　　　　　ヅァイ

2 	否定「〜は…にありません」
主語　＋　不　在　＋　場所　。
　　　　　　　　　 bú 　　zài
　　　　　　　　　　ブゥ　　ヅァイ

3 	質問「〜はどこにありますか」
主語　＋　在　＋　哪儿？
　　　　　　　　　 zài　　　　　　　nǎr
　　　　　　　　　　ヅァイ　　　　　　ナァー
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10	 形容詞述語文
1「〜は…（性質・状態）です」
主語　＋　很　＋　形容詞　。
 　　　　　　　 　　hěn
			　　　　　　　　　	ヘン

2 	否定「〜は…ではありません」
主語　＋　不　＋　形容詞　。
　　　　　　　　　  bù
　　　　　　　　　			ブゥ

3 	疑問「〜は…ですか」
主語　＋　形容詞　＋　吗？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ma 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　　マァ

11	 疑問文
1「〜は何を…しますか」
主語　＋　動詞　＋　什么　？
 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　shénme
			　　　　　　　　　　　　　　　　　　	　	シェンマ	 　　						　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2 	「誰が〜」
谁　+　？
Shéi 
シェイ

3 	「どのように〜」
怎么　+　？
zěnme 
ヅェンマ

12	 選択疑問文
1 	疑問「〜ですか、それとも…ですか」
選択A 　＋　还是　＋　 選択B 　？

 　　　　　　　　　 　　　háishi
			　　　　　　　　　　		　　ハイシー

2 	“还是”直後の“是”は不要。
 háishi　　　　　　　　　　shi
		ハイシー　　　　　　　　　　シー

是　 選択A 　＋　还是　＋　是　 選択B 　？
shi　　　　　　　　　 　 　　　　háishi　　　　　　shi
シー　　　　　　　　　　		　　　　　ハイシー　　　　　　シー

3 	文と文の選択疑問文
選択A 　文　＋　还是　＋　 選択B 　文　？

　　　　　　　　　 　 　　　　　　háishi　
　　　　　　　　　　		　　　　　　　ハイシー

＊答えは選択内容を言う。
選択A 	。/ 選択B 	。

⇒　什么　＋　対象　？
　　　　　　　　　　　	　	shénme
　　　　　　　　　　　　　　シェンマ
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13	 副詞
1 	「〜も」など副詞
副詞　＋　動詞

2 	「みんな」
					都	　＋　動詞　？

dōu
ブゥ

3 	「〜も…しない」
		也	　＋　	不	　＋　動詞
　  yě            　　    bù　
　		イエ　　　　　　				ブゥ

14	 前置詞
1 	「Ａは（場所）までＢです」　　　　　　　「Ａは（場所）からＢする」
Ａ　＋　离　＋	場所　＋　B（状態性）　　Ａ　＋　从　＋	場所　＋　B（動作性）
 　　　　　　    lí   　　　　　　    　　　　　　    　　　　　　    　　　　　　                   cóng
　　　　　　　			リィ　　　　　　　　			　　　　　　　			　　　　　　　			　　　　　　　　　　　		ツォン

2 	「〜から…まで」
	从　＋　場所＋　到　＋	場所
 cóng                              　　 dào
		ツォン　　　　　　															　　ダオ

3 	「〜に（向かって）」/「〜で」
	往 	/		在　＋　場所		/		方向
  wǎng       zài
		ブゥ　　　		シアン

15	 量詞・数
1 	一,	二,	三,	四,	五,	六,	七,	八,	九,	十,	十一,	二十,	一百,	一千,	一万

yī       èr      sān     sì       wǔ     liù       qī       bā      jiǔ      shí      shíyī        èrshí        yìbǎi        yìqiān     yíwàn
イィ			アル						サン					スー					ウゥ					リウ					チィ					バァ					ジウ					シー					シーイィ						アルシー					イィバイ					イィチエン			イィワン

数＋量詞（助数詞）	＋名詞	
2 	量詞を使うとき、“二”は“两”に。

                                              èr　 　           liǎng
																																																	アル　　　									リアン

两　＋　量詞　＋　名詞
liǎng　　 
リアン

×	二　＋　量詞　＋　名詞　とは言わない。
  　　èr
		　　アル

3 	西暦、日時、曜日は、並んでいる数字を1つずつ読む。

＊「～枚」は、“张”を使います。
                           zhāng
																													ヂャアン
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16	 可能
 

1「（学んで）〜できます」
会　＋　動詞
huì
ホゥイ

2 	「（能力があって）できます」
能　＋　動詞
néng
ネゥン

3 	許可の「〜できます」
可以　＋　動詞
kěyǐ
クァイィ

17	 義務
1 	話の流れから「（当然）〜すべきです」
	应该	　＋　動詞
 yīnggāi
	イィンガイ

2 	義務の「〜すべき」と、自発的な「〜する必要がある」
	得	/	要	　＋　動詞
   děi      yào
			デイ						ヤオ

3 		“应该”	、	“得”	と	“要”	の否定
	应该　→　不应该　　　得  要　→	　不用 
 yīnggāi          　　bù yīnggāi          　　děi    yào                 bú yòng
	イィンガイ　　		　　ブゥイィンガイ　　			　　	デイ			ヤオ　　　　　					ブゥヨン	

18	 願望
1 	願望「〜したい」	 	 　　＊強調「とても～したい」
	想			＋		動詞	 			很			＋			想		＋	動詞
  xiǎng       xiǎng　　　　 xiǎng
		シアン	 						ヘン　　　　　　シアン

2 	意志「〜したい」
	要			＋	動詞
  yào
		ヤオ

3 	「〜したくない」
	不			＋		想			＋	動詞
   bù　　　　　xiǎng
			ブゥ　　　　　シアン

＊「少し～です」。
　	有点儿 　＋　動詞/形容詞
							yǒudiǎnr
     ヨウディアー

＊ややマイナスの意味になる。
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19	 進行
1 	進行「〜しています」

在　＋　動詞　＋　呢　。
zài                                        　　ne
ヅァイ																																							　　ヌァ

2 	「〜していません」
	没		（	＋	在	）　＋　動詞
  méi　             zài
		メイ　　　　　			ヅァイ

3 	「〜していますか」「いいえ」
	在　＋　動詞　＋　吗	？		　没有　。
   zài                                           ma                   Měiyou.
			ヅァイ　　　　　　　　　　　　　　	マァ　　　　　　	メイヨウ	

20	 完了
1 	完了・実現「〜しました」
動詞　＋　了　＋　目的語　。
                             le
																															ルァ

2 	「〜しませんでした」
	没　＋　動詞　＋　目的語　。
  mé
		メイ

3 	「〜しましたか」
動詞　＋　了　＋　目的語　＋　吗　？
　　　　　　　        le 　　　　　　　                             ma
　　　　　　　　　　ルァ	　　　　　　　													            					マァ	

21	 変化
1 	状況変化「〜しました」「〜になりました」

文 		＋　了　。
                                                                   le
																																																																								ルァ

2 	状況変化「〜したの？」
文 		＋　了吗  ？

                                                                   le ma? 
																																																																								ルァ	マァ	

3 	「〜しないことにしました」「〜でなくなりました」
主語　＋　不　＋		 動詞 		＋		了　。
                             bù                                   　　　  le
																															ブゥ	　　　　　　　　　　　	　　　			ルァ	

＊“呢”は省略可。“正在”+	動詞でも良い。
        ne      　　　　　　　  zhèng zài
									ヌァ	　　　　　　　　　　　			ヂョン	ヅァイ

＊“正”と“呢”は取り、“在”は残しても良い。
      zhèng            zài                          ne
							ヂョン																		ヌァ																																	ヅァイ

＊「どんな変化？」は、疑問詞の後に“了”。
                                                             　　　　　　le
																																																																															　　　　　　　ルァ

　疑問詞　＋　了	？
                                le
																																								ルァ
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22	 近未来
1 	「まもなく〜する」
（主語＋）　	要		＋　動詞（+α）　＋　了	。

 　　　　　　　　　  yào　　　　　　　　　　                                le
																																	ヤォ　　　　　　　　　																																							ルァ

2 	差し迫っているときの「もうすぐ〜する」、さらに迫っている「もう〜する」
（主語＋）		快（要）		＋　〜　＋		了	。

                           kuài   yào                                       le
																													クワイ		ヤオ　　　　　　　　　　　　　		ルァ

（主語＋）		就（要）		＋　〜　＋		了	。
                           jiù      yào                                       le
																												ジウ　			ヤオ　　　　　　　　　　　　　		ルァ

3 	「まもなく〜する」「もうすぐ〜する」「もう〜する」の疑問
	要		/		快（要）		/		就（要）		〜		了		 		＋		吗	？

  　 yào　　   kuài 　  yào           jiù         yào               le　　　　　　  ma
						ヤオ　　　		クワイ						ヤオ												ジウ								ヤオ　　　　　	ルァ　　　　							マァ

23	 動量詞
1 	動作の回数や量は、動詞の後に、数と量詞（助数詞）のセットで。
動詞　＋　数　＋　量詞（助数詞）

2 	物や事は、動作の回数の後。
動詞　＋　数　＋　量詞　＋　物・事　。

3 	「彼/彼女」などの人称代名詞は、数の前。
動詞　＋　人称代名詞　＋　数　＋　量詞　。

24	 比較
1 	「AはBより〜です」
A　＋　比　＋　B　＋　状態　＋　その差　。
                      bǐ
																							ビィ

2 	「AはBよりもっと〜です」
A　＋　比　＋　B　＋　更　/　还　＋　状態　。
                      bǐ                                     gèng          　hái
																							ビィ																																						ゲゥン										　	ハイ

3 	「AはBほど〜でありません」
A　＋　没有　＋　B　＋　（	那么	）　＋　状態　。
                  　méiyou                            　　　　 nàme
																		　	メイヨウ　　　　　　　　　　		　　　　	ナァマ
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25	 経験
1 	「～したことがあります」
動詞　＋　过　。
                            guo
																														グゥオ

2 	「〜したことがありません」
	没（有）	＋	動詞	＋		过		。
  méi   （you）                                 guo
		メイ					ヨウ																																						グゥオ

3 	「〜したことがありますか」
動詞　＋　过　（+α）＋　吗		/		没有	？
                            guo　　　　　　　　           ma　　　  méiyou
																														グゥオ　　　　　　　　　		　			マァ　　　　メイヨウ

26	 方向補語
1 	移動する方向（方向補語）
動詞　＋　方向補語

2 	上下を表す方向補語
上がる、下がる

上、    下
shang　 xia
シャアン　シア

3 	内と外を表す方向補語
入る、出る

进、出
jin 　   chu
ジン　			チュウ

27	 結果補語
1 	結果「〜して…になりました」
動詞　＋　結果補語　。

2 	「〜して…になりませんでした」
没（有）	＋　　動詞　＋　結果補語　。
méi     you
メイ						ヨウ

3 	「〜して…になりませんでしたか」
動詞　＋　結果補語　+　α	＋　了吗		/		没有	？
                                                                                     le ma             méiyou
																																																																																											ルァ	マァ		　　　メイヨウ

“去”：話者から離れる。
		　	　他进去 .（彼は中に入って行きます）
“来”：話者に近づく。
		　	　他进来 .（彼は中に入って来ます）
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28	 連動文
1 	「〜して…する」
動詞１（＋α）　＋　動詞２（＋β）。

2 	「〜して…しない」
	不　＋　動詞１（＋α）　＋　動詞２（＋β）。
 bù
	ブゥ

3 	“了”は、文末か、後の動詞2の後。
動詞１（＋α）　＋　動詞２（＋β）＋	了	。
                                                                                                     le
																																																																																																												ルァ

動詞１（＋α）　＋　動詞２　＋	了	（＋β）
                                                                                   le
																																																																																									ルァ

29	 二重目的語をとる動詞
1 	「（人）に（物）を〜する」
動詞　＋　人　＋　物　。

2 	「（人）から（物）を〜する」
動詞　＋　人　＋　物　。

3 	「（人）を〜と呼びます」
叫　＋　人　＋　物　。
jiào 
ジアオ

30	 禁止
1 	「〜しないで」

 别	　＋　動詞	。
  bié 
		ビエ

2 	「絶対に〜しないで」
	千万	　＋　别　＋　動詞	。
qiān  wàn                bié
チエン	ワン																		ビエ

3 	「（目の前で起こっている事を）〜しないで」
	别		＋　動詞　＋		了	。
  bié                                           le
		ビエ																																														ルァ
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