
お詫びと訂正 

 

『もやもやを解消! 中国語文法ドリル』（ISBN978-4-384-05784-3） 

の第１刷に編集段階で誤植がございました。深くお詫び申し上げますととも

に、下記のように訂正いたします。 

 

記 

●目次 11頁 26 

【誤】“上”や“下”は、いつつければいいの？ 

【正】“来”や“去”は、いつつければいいの？ 

 

●1課 15頁 ポイント1 

【誤】動詞 ＋ (正)  着 ＋ (呢) 。 

【正】(正) ＋ 動詞 ＋ 着 ＋ (呢) 。 

 

●1課 15頁 ポイント2 

【誤】動詞 ＋ 了1 (～)  。 

【正】動詞 ＋ 了1 ～ 。 

 

●4課 28頁 

【誤】１つ選んで入れてみよう。ただし“都”と“已经”は2回使われます。 

【正】１つ選んで入れてみよう。ただし“都”と“已经”は複数回使われます。 

 

●4課 28頁 ⑦ 

【誤】彼らは皆もう退社した。 

【正】彼らはもう退社した。 

 

●5課 33頁 ＋α 

【誤】「動詞～＋了。」の否定 

【正】「動詞＋了。」の否定 

 

【誤】私は昼食を食べませんでした。 

【正】私は昼食を食べていません。 

 

【誤】その事を私は忘れなかった。 

【正】その事を私は忘れていません。 



 

●11課 58頁 ③ 

【誤】彼は泳げますか？ 

【正】彼はスキーはできますか？ 

 

●19課 90頁 ② 

【誤】テーブルの下にはコップがあり、またコップの中に杓子があります。 

【正】テーブルの下にはコップがあり、またコップの中にレンゲがあります。 

 

●23課 107頁 ポイント２ 一番下の例文の声調 

【誤】Zhèyàng xiàolǔ jiù gāoduō le. 

【正】Zhèyàng xiàolù jiù gāoduō le. 

 

●23課 109頁 ＋α 例文の声調 

【誤】Wǒ léisǐ le. / Léisǐ wǒ le. 

【正】Wǒ lèisǐ le. / Lèisǐ wǒ le. 

 

●26課 118頁 見出し 

【誤】“上”や“下”は、いつつければいいの？ 

【正】“来”や“去”は、いつつければいいの？ 

 

●26課 118頁 キホンのルール 

【誤】 方向補語は、動詞の後に置き、動作の方向を表します。「動詞＋来」

で話し手の元に来ることを表し、「動詞＋去」で、話し手から去ることを表し

ます。ほかにも、上へ上がることを“上”で、下に下がることを“下”で表し

ます。さらに、中に入ることを“进”で、外に出ることを“出”で、戻ること

を“回”で、過ぎることを“过”で、ある起点から上がることを“起”で表し

ます。 

【正】方向補語は、動詞の後に置き、動作の方向を表します。「動詞＋来」で

話し手の元に来ることを表し、「動詞＋去」で、話し手から去ることを表しま

す。さらに、中に入ることを“进”で、外に出ることを“出”で、戻ることを

“回”で、過ぎることを“过”で、ある起点から上がることを“起”で表しま

す。 

 

【誤】Tā chūqù le. 

【正】Tā chūqu le. 



 

【誤】Wǒ huílái le. 

【正】Wǒ huílai le. 

 

●26課 119頁 ポイント1 

【誤】Xiànzài kěyǐ jìnqù le. 

Tàiyáng yǐjīng chūlái le. 

Tàishān zěnme shàngqù? 

Tā zhōngyú xiàlái le. 

Nǐ búyòng děng wǒ le, xiān huíqù ba. 

【正】Xiànzài kěyǐ jìnqu le. 

Tàiyáng yǐjīng chūlai le. 

Tàishān zěnme shàngqu? 

Tā zhōngyú xiàlai le. 

Nǐ búyòng děng wǒ le, xiān huíqu ba. 

 

●26課 119頁 ポイント2 

【誤】目的語があれば方向補語が不要な場合も 

【正】方向補語が不要な場合も 

 

【誤】 方向補語と一緒に使う動詞でも、目的語がある場合、“来”や“去”

などの方向補語を使わず、動詞単独で使うことがあります。 

【正】 方向補語と一緒に使う動詞でも、“来”や“去”などの方向補語を使

わず、動詞単独で使うことがあります。 

 

【誤】 伸出你的手。 

Shēnchū nǐ de shǒu. 

君の手を伸ばして。 

他从外面走进了教室。 

Tā cóng wàimiàn zǒujìnle jiàoshì. 

彼は外から教室に入って来ました。 

【正】 请进! 

Qǐng jìn! 

どうぞお入り下さい。 

他回公司了。 

Tā huí gōngsī le. 



彼は会社に戻った。 

 

●26課 121頁 すっきり 

【誤】方向補語と一緒に使う動詞でも、目的語がある場合、“来”や“去”な

どの方向補語を使わず、動詞単独で使うことがある。 

【正】方向補語と一緒に使う動詞でも、“来”や“去”などの方向補語を使わ

ず、動詞単独で使うことがある。 

 

●26課 121頁 ＋α 

【誤】“来”や“去”は単独では使わず、動詞をつける場合があります。お互

いに見える場所におり、「～しに来て」や「～しに行く」という場合によく

“过来”や“过去”を使います。 

【正】お互いに見える場所におり、「～しに来て」や「～しに行く」という場

合によく“过来”や“过去”を使います。 

 

●28課 127頁  ポイント2 

【誤】Tā náchū nǔer de zhàopiàn lai, gěi wǒmen kànkan. 

【正】Tā náchū nǚer de zhàopiàn lai, gěi wǒmen kànkan. 

 

●28課 128頁  ① 

【誤】私たちは昨日アメリカから帰ってきたばかりです。 

【正】私たちは昨日アメリカに帰ってきたばかりです。 

 

●29課 130頁 例文の声調 

【誤】Tīngshuō xiànzài Běijīng dàxué bù néng suíbiàn jìnqù le. 

【正】Tīngshuō xiànzài Běijīng dàxué bù néng suíbiàn jìnqu le. 

 

●30課 136頁  ⑤ 

【誤】Máfan nǐ bǎ mén guān guān , hǎo ma? 

【正】Máfan nǐ bǎ mén guān    , hǎo ma? 

 

●練習問題の解答 139頁  13-⑤ 

【誤】他昨天电视看了两个小时。 

【正】他昨天电视看了两个小时。/他昨天看了两个小时电视。 

 

●練習問題の解答 140頁  17-③ 



【誤】我见过一次她面。 

【正】我见过她一次面。 

 

●中国語文法早わかりシート 155頁  26 

【誤】方向補語と一緒に使う動詞でも、目的語がある場合、“来”や“去”な

どの方向補語を使わず、動詞単独で使うことがある。 

【正】方向補語と一緒に使う動詞でも、“来”や“去”などの方向補語を使わ

ず、動詞単独で使うことがある。 

 


