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まえがき

　この教科書は高校生、大学生のみなさんはもちろん、初めて中国語を学ぶ
すべての方を対象としています。
　中国語学習ではまず中国で使われている漢字である「簡体字」と発音を記
したローマ字の「ピンイン」を習得することが大切です。
　この教科書では、漢字については、注意が必要な簡体字と日本で使われて
いる漢字を並べて記すことで、その違いを分かりやすくしました。
　発音については教科書では最低限の説明にとどめましたが、発音の一覧
（音節表）を付属の CDに収録し、これによって、ローマ字の発音表記と実
際の発音の関係を目と耳の両方で確認できるようにしました。目と耳の両方
で確認することで、中国語の発音を習得することは難しいことではなくなり
ます。
　本文は対話形式を取り、中国語学習の基礎となりうる会話を収録すること
で、実践力が身につくように心がけました。
　教科書の練習問題には書く機会を多く設け、簡体字とピンインをより身に
つけられるようにしました。
　この教科書が、今後みなさんが中国語学習を進めていくうえでの基礎とな
り、中国語を身につけることでこれまで知らなかった中国の言葉や文化につ
いて理解を深めていくことを願っています。

 編者　
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第
Dì
一

yī
课
kè
　你

Nǐ
好
 hǎo!
！

こんにちは。　

Ａ： 您
Nín

 好
 hǎo!

！

Ｂ： 你
Nǐ
 好
 hǎo!

！

Ａ： 谢
 Xièxie!

谢！

Ｂ： 不
Bú
 谢
 Xiè!

！

Ａ： 再
 Zàijiàn!

见！

Ｂ： 再
 Zàijiàn!

见！
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語句 CD 36

第  dì　第

一  yī　１

课  kè　課 教材の一区切り

你好  nǐ hǎo　こんにちは 

一日中使うことができる

您好  nín hǎo　こんにちは 

（丁寧な言い方）

谢谢  xièxie　ありがとう　 

不谢  bú xiè　どういたしまして

再见  zàijiàn　さようなら

ポイント

１．いろいろなあいさつ
早上 好！ おはよう。 ──　早上 好！ おはよう。
Zǎoshang hǎo! Zǎoshang hǎo!

晚上 好！ こんばんは。 ──　晚上 好！ こんばんは。
Wǎnshang hǎo! Wǎnshang hǎo!

回头 见！ また後で。 ──　回头 见！ また後で。
Huítóu jiàn! Huítóu jiàn!

谢谢 你！ ありがとう。 ──　不 客气。 どういたしまして。
Xièxie nǐ! Bú kèqi.

对不起！ ごめんなさい。 ──　没 关系！ 大丈夫ですよ。
Duìbuqǐ! Méi guānxi!

CD 37
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練習問題

１．①から③の日本語に合うように（　　）に漢字を書き、 
　　　　にピンインを書いてみよう。

①　こんにちは。　你（　　　　）！ Nǐ 　　　　!

②　ありがとう。　谢（　　　　）！ Xiè　　　　!

③　さようなら。　再（　　　　）！ Zài 　　　　!

２．①から③の日本語を中国語に訳して、漢字とピンインの両方を書いて
みよう。

①　おはよう。　　　　（ ）

 　　　　　　　　　 

②　ごめんなさい。　　（ ）

 　　　　　　　　　 

③　大丈夫ですよ。　　（ ）
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簡体字（１）

言（ごんべん）　→　讠　“氵”（さんずい）とは異なる

課 － 课　　 　謝 － 谢　　 　語 － 语

請 － 请　“请”と“清”は別の字

門（もんがまえ）→　门

们　“人”（にんべん）の右側は簡略化する前の形は“門”

関 － 关　別の字と重ならない場合は“門”を外す

見 － 见　 　　気 － 气　 　　対 － 对

後 － 后　　 　竪 － 竖　　 　頭 － 头

簡体字の書き順

先上后下 xiān shàng hòu xià まず上、次に下
先左后右 xiān zuǒ hòu yòu まず左、次に右
先里后外 xiān lǐ hòu wài まず中、次に外
先横后竖 xiān héng hòu shù まず横、次に縦
先撇后捺 xiān piě hòu nà まず左払い、次に右払い


