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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６１ 

今回はt の１声です。 

キーワードは ta で “狸” です。 

先ずは、ta1 からです。 

ta1 の漢字は、 他 <彼>、她 <彼女> の二つです。 

フレーズは 「彼と/彼女は/、おばさん(a)に 狸(t1) をあげた。」=ta1 です。 

吉他 ji2 ta1  ＜ギター＞ 

她   ta1       ＜彼女＞ 

次tan1 の漢字は、 贪 <賄賂をとる、汚職する>、滩 <砂浜>の二つです。 

フレーズは 

「賄賂が必要な/ 砂浜の/ 按摩(an) は、狸(t1)がやっている。」=tan1 です。 

贪污 tan1 wu1 <汚職する、収賄する> 

沙滩 sha1 tan1 <砂浜> 

次tao1 の漢字は、 掏 <ほじくりだす>です。 

フレーズは 「ほじくりだした/ 狸(t1) をオリンピック(ao) に出場させる」=tao1

です。 

掏耳朵  tao1 er3 duo0 <耳をほじくる> 

 

次tang1 の漢字は、 汤 <スープ>です。 

フレーズは 「スープ/は、スバル(ang) の狸汁(t1)。」=tang1 です。 
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番茄蛋汤 fan1 qie2 dan4 tang1 <卵とトマトのスープ> 中華料理定番のスープで

す。 

次tou1 の漢字は、 偷 <盗む、人目を盗んでこっそり>です。 

フレーズは 「コソドロは/、欧米で(ou) 狸(t1) がやっている。」=tou1 です。 

小偷  xiao3 tou1 <泥棒、こそどろ > 

 

次tong1 の漢字は、 通 <通る>です。 

フレーズは 「通るには/、ジュディーオング(ong) と狸(t1) の股くぐりが必要。」 

=tong1 です。 

交通 jiao1 tong1 <交通> 

 

次ti1 の漢字は、 踢 <蹴る>、剔 <欠点を除く、そぎ取る>、梯 <はしご>の三つ

です。 

フレーズは 

「蹴り上げて/ 欠点を 除いた /はしごに/ 一匹(yi)の狸(t1) が登っていく。」=ti1

です。 

踢球  ti1 qiu2 <ボールを蹴る> 

挑剔  tiao1 ti1 <けちをつける。文句をつける> 

楼梯  lou2 ti1 <階段> 

 

次tie1 の漢字は、 贴 <貼り付ける>です。 
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フレーズは 「貼り付けるぞ/ 、夜 (ie) の狸(t1)。」=tie1 です。 

锅贴儿  guo1 tie1 er0 <焼き餃子> 

次tiao1 の漢字は、 挑 <選ぶ,指摘する>です。 

フレーズは 「選んだのは/、薬漬の (iao) 狸(t1)。」=tiao1 です。 

挑选  tiao1 xuan3 <適当な物、人を選ぶ> 

次tian1 の漢字は、 天 <天>、添 <添える>の二つです。 

フレーズは 「天に/ 添えた/ 眼は(ian)、狸の(t1)アッカンベー。」=tian1 です。 

天气 tian1 qi4 <天気> 

画蛇添足  hua4 she2 tian1 zu2 <蛇足> 

次ting1 の漢字は、 厅 <ロビー>、听 <話を聞く>の二つです。 

フレーズは 「ロビーで/ 話を聞く時/ 、宝石(ing) を狸(t1) にあげる。」=ting1 で

す。 

咖啡厅  ka1 fei1 ting1 <喫茶店> 

听说  ting1 shuo1 <人から聞いた> 

次tu1 の漢字は、 突 <突き進む>です。 

フレーズは 「突進していくと/ 踊っている(u) 狸(t1) に会える。」=tu1 です。 

突然  tu1 ran2 <突然> 

次tuo1 の漢字は、 拖 <引きずる、モップをかける>、托 <依託する>、脱 <脱ぐ

> 

の三つです。 
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フレーズは 

「モップかけを/ 依託され/、脱いだ/ 私は(uo)、狸(t1) に化ける。」=tuo1 です。 

拖地板  tuo1 di4 ban3 <床にモップをかける> 

委托  wei3 tuo1 <依託する> 

脱衣服  tuo1 yi1 fu0 <服を脱ぐ> 

次tui1 の漢字は、 推 <押す,推進する>です。 

フレーズは 「押された/ 味は(uei)、狸(t1) も食べない。」=tui1 です。 

推迟 tui1 chi2 <遅らせる、延ばす> 

次tun1 の漢字は、 吞 <丸呑みする>です。 

フレーズは 「丸呑みした/ 文章は(uen) 、狸(t1)のお話。」=tun です。 

狼吞虎咽  lang2 tun1 hu3 yan4 <食べ物をすごい勢いでかきこむ> 

以上で t の１声は終わりです。 

t の１声の “フレーズ集” です。 

t の１声の漢字 

t の１声の “読み上げ” です。 

音声プレーヤー 

t の１声の 歌。 狸の歌（證誠寺の狸囃子） です。 

音声プレーヤー 
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なおこのブログは facebook にもリンクしています。 

Google やYahoo 等の検索で 

「facebook home 中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」 

で探せば出て来ますので、そちらも試してみてください。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６２ 

さて、今回はt の２声です。 

t の２声のキーワードは to で 始まる “ トマト ” です。 

先ずは、ta2 からです 。 

tai2 の漢字は、 台 <台、ステージ>です。 

フレーズは 「台の上の/ 愛の(ai) トマト(t2)。」=tai2 です。 

阳台 yang2 tai2  ＜ベランダ＞ 

次tan2 の漢字は、 谈 <話す、話し合う>、弹 <楽器を弾く、弾む>の二つです。 

フレーズは 

「談合が/ 弾むと/ 按摩屋の(an) トマト(t2)が美味い。」=tan2 です。 

谈话 tan2 hua4 <話をする> 

弹钢琴 tan2 gang1 qin2 <ピアノを弾く> 

次tao2 の漢字は、 陶 <陶器>、萄 <葡萄>、桃 <桃>の三つです。 

フレーズは 
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「陶器で作った/ 葡萄と/ 桃は/、オリンピックで(ao) トマト(t2)に変わる。」=tao2

です。 

陶器 tao2 qi4 <陶器> 

葡萄 pu2 tao2 <ぶどう> 

樱桃 ying1 tao2 <桜ん坊> 

次tang2 の漢字は、 堂 <広間>、糖 <砂糖>、塘 <池>、膛 <胸の空所、胸>の四

つです。 

フレーズは 

「お堂の/ 砂糖の/ 池には/、胸まで/つかる、 スバルの(ang」トマト(t2) が浮いて

いる。」=tang2 です。 

大堂 da4 tang2 ホール、ロビー 

白糖 bai2 tang2 <白糖> 

池塘 chi2 tang2 <池> 

胸膛 xiong1 tang2 <胸> 

次tou2 の漢字は、 头 <頭>、投 <投げる>の二つです。 

フレーズは 「頭を/ 投げたら/ 欧米の(ou) トマト(t2)のようにぐちゃぐちゃ。」

=tou2 です。 

头发 tou2 fa0 <頭髪> 

投资 tou2 zi1 <投資（する）> 

次tong2 の漢字は、 桐 <桐>、同 <同じ>   の二つです。 

フレーズは 「桐原さんと/ 同じく/ ジュディーオングは(ong)、トマト(t2)好き。」
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=tong2 です。 

桐 tong2 <桐> 

同意 tong2 yi4 <賛成する> 

次teng2 の漢字は、 藤 <藤蔓（ヅル）>、腾 <勢いよく走る、空中に昇る>、 

疼 <じわじわ痛い>の三つです。 

フレーズは 「藤蔓が/ 沸騰し/、じわじわ痛い/、エンジェルが(eng)トマト(t2)漬け。」

=teng2 です。 

藤萝 teng2 luo2 <藤> / 紫藤 zi3 teng2 <藤> 

沸腾 fei4 teng2 <沸騰する> 

头疼 tou2 teng2 <頭痛（がする> 

次ti2 の漢字は、 题 <問題、題目タイトル>、啼 <声を出してなく>、 

提 <提案するの提>の三つです。 

フレーズは 「題目は/、啼いたら/ 提案/ 一番(yi)、トマト(t2)を投げる。」=ti2 で

す。 

题目 ti2 mu4 <題目、タイトル、テーマ> 

啼哭 ti2 ku1 <声を出してなく> 

提供 ti2 gong1 <提供する> 

次tiao2 の漢字は、 条 <条件の条>、调 <挑む、調整する、適度である>の二つで

す。 

フレーズは 

「条件に/ 挑んで調整したら/、薬は(iao)トマト(t2)。」=tiao2 です。 
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条件 tiao2 jian4 <条件> 

调整 tiao2 zheng3 <調整する> 

次tian2 の漢字は、 填 <埋める、補充する、>、甜 <甘い>、田 <田んぼの田>の

三つです。 

フレーズは 「補充した/ 甘い/ 田んぼに/ 眼を(ian)やるとトマト(t2)が見えた。」 

=tian2 です。 

填写 tian2 xie3 <書き込む、記入する> 

甜蜜 tian2 mi4 <甘い> 

田地 tian2 di4 <田畑> 

次ting2 の漢字は、 庭 <中庭>、停 <停まる>の二つです。 

フレーズは 「庭に/、停まった/ 宝石は(ing)、トマト(t2)のようにまっかっか。」=ting2 

です。 

家庭 jia1 ting2 <家庭> 

停留 ting2 liu2 <滞在> 

次tu2 の漢字は、 图 <図>、涂 <塗る>、途 <道、道路>の三つです。 

フレーズは 「図面を/ 塗るのに/ 踊りの(u) /途中で/トマト(t2)を投げた。」=tu2 

です。 

图书馆 tu2 shu1 guan3 <図書館> 

涂料 tu2 liao4 塗料、 <ペイント> 

途中 tu2 zhong1 <途中> 
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次tuan2 の漢字は、 团 <団体>です。 

フレーズは 「団体で/ 湾に(uan) トマト(t2)を投げるな。」=tuan2 です。 

旅游团 lv3 you2 tuan2 <旅行団> 

最後tun2 の漢字は、 臀 <臀部、尻>です。 

フレーズは 

「臀部の/ 文章は(uen)、トマト(t2)のようにまっかっか。」=tun2 です。 

t の２声の “フレーズ集” です。 

t の２声の漢字 

t の２声の “読み上げ” の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

t の２声の歌。 ”トマト“の歌です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６３ 

第６３回は t の３声 キーワードは、出だしが te の “テーブル” です。 

最初はtan3 です。 漢字は、毯 <毛布>、坦 <地面が平らである>の二つです。 

フレーズは 「毛布を/ 平坦に敷けば/ 按摩屋(an)のテーブル(t3)を盗める。」=tan3

です。 

毯子  tan3 zi0 <毛布> / 毛毯 mao2 tan3 <毛布> 

平坦  ping2 tan3 <平坦な> 
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次tao3 の漢字は、 讨 <討つ>です。 

フレーズは 「討論は/、オリンピック (ao) の テーブル(t3) を使って行う。」=tao3

です。 

讨论  tao3 lun4  <討論> 

次tang3 の漢字は、 躺 <横になる、寝る>です。 

フレーズは 「横になったが/ スバル(ang)の テーブル(t3)から落ちた。」=tang3 で

す。 

躺在床上 tang3 zai4 chuang2 shang4  <ベッドで寝る> 

次tong3 の漢字は、 桶 <桶>、筒 <筒>、统 <統一>の三つです。 

フレーズは 

「桶の/ 筒型/ 統一/ でジュディーオング(ong)は、テーブル(t3)に飛び上がる。」 

=tong3 です。 

马桶  ma3 tong3 <ふたのついた便器> 

邮筒  you2 tong3 <郵便ポスト> 

传统  chuan2 tong3 <伝統> 

次ti3 の漢字は、 体 <体>です。 

フレーズは 「体が/ 一番(yi) 、テーブル(t3)で寝る。」=ti3 です。 

身体  shen1 ti3 <身体> 
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次tie3 の漢字は、 铁 <鉄>です。 

フレーズは 「鉄は/、夜(ie),テーブル(t3)を溶かして作る。」=tie3 です。 

地铁  di4 tie3 <地下鉄> 

次tiao3 の漢字は、 挑 <挑発する、細長い物の一端でかきたてる>です。 

フレーズは 

「挑発され/ 薬を(iao) テーブル(t3)に置いてしまった。」=tiao3 です。 

挑战  tiao3 zhan4 <挑戦> 

次ting3 の漢字は、 挺 <とても、かなり>です。 

フレーズは 「とっても似合う/ 宝石が(ing) テーブル(t3)に置いてある。」=ting3

です。 

挺好的  ting3 hao3 de0 <すごく良い> 

次tu3 の漢字は、 土 <土>です。 

フレーズは 「土は/、踊る(u) ときテーブル(t3)に盛っておく。」=tu3 です。 

土豆  tu3 dou4 <ジャガイモ> 

次tuo3 の漢字は、 妥 <妥当である>です。 

フレーズは 「妥協は/しないと、私は(uo) テーブル(t3)に居座る」=tuo3 です。 

妥协  tuo3 xie2 <妥協する> 

最後 tui3 の漢字は、 腿 <すね>です。 

フレーズは 「すねの/ 味(uei)は、テーブル(t3)の足の味。」=tui3 です。 

哈巴腿  ha4 ba0 tui3 <がにまた> 
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以上で t の３声は終わりです。 

t の 3 声の “フレーズ集” です。 

t の３声の漢字 

t の 3 声の “読み上げ” の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

t の３声の歌。 ”テーブル“の歌です。 

音声プレーヤー 

次回は t の４声、 お茶を飲む “ティー” です。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６４ 

第６４回は t の４声です。キーワードは ti で始まる “ティー”です。 

最初は母音が ai の tai4 です。 

tai4 の漢字は、 太 <ひどく、きわめて>、态 <態度>の二つです。 

フレーズは 「タイタイの/態度で/、愛した(ai) ティー(t4)が判る。」=tai4 です。 

太太 tai4 tai0 ＜奥様、奥さん＞ 

态度 tai4 du0  ＜態度＞ 
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次 tan4 の漢字は、 叹 <嘆く、ため息をつく>、炭 <炭、木炭>、 

探 <探す、探る>の三つです。 

フレーズは 「ため息をついて/ 石炭/ 探して/ 按摩屋(an) でティー(t4)を飲む。」 

=tan4 です。 

叹气  tan4 qi4 <ため息をつく> 

煤炭  mei2 tan4 <石炭> 

金属探测仪  jin1 shu3 tan4 ce4 yi2 <金属探知機> 

次tao4 の漢字は、 套 <一式>です。 

フレーズは 「セットは/、オリンピック(ao)の ティー(t4)セット。」=tao4 です。 

套餐  tao4 can1 <セットの食事> 

  

次 tang4 の漢字は、 烫 <やけどしそうに熱い>、趟 <往復の数量詞>の二つです。 

フレーズは 

「アッチッチー/、何度往復しても/ 熱い/スバル(ang)のティー(t4)。」=tang4 です。 

烫伤  tang4 shang1 <熱湯、湯気でのやけど> 

两趟  liang3 tang4  <2 回往復する>? 

次tou4 の漢字は、 透 <透ける>です。 

フレーズは 「透け透けだー/ 欧米(ou) のティー(t4)バック。」=tou4 です。 

透明  tou4 ming2 <透明である> 
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次tong4 の漢字は、 痛 <痛い>です。 

フレーズは 

「痛い（食い込む）/ジュディーオング(ong)の、ティー(t4)バック。」=tong4 です。 

头痛  tou2 tong4  <頭痛（がする）> 

次te4 の漢字は、 特 <特に>です。 

フレーズは 「特に/ 腹ペコ(e) の時には、ティー(t4)が良い。」=te4 です。 

特别  te4 bie2  <特別> 

次ti4 の漢字は、 屉 <引き出し>、涕 <鼻水>、替 <なになにに替わる>の三つで

す。 

フレーズは 「引き出しの/ 鼻水に/ 替えて/ 一杯(yi)ティー(t4)を入れてしまえ。」

=ti4 です。 

抽屉  chou1 ti4 <引き出し> 

鼻涕  bi2 ti4  <鼻水> 

代替  dai4 ti4 <代替、替える、代わりに> 

次tiao4 の漢字は、 跳 <跳ねる、踊る>です。 

フレーズは 「飛び跳ね踊る/ 薬(iao)は、ティー(t4)が良い。」=tiao4 です。 

跳舞 tiao4 wu3 <踊り> 

次tu4 の漢字は、 兔 <ウサギ>、吐 <吐く>の二つです。 

フレーズは 「ウサギが/吐くものは/、踊り(u)の途中でティー(t4)。」=tu4 です。 
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このフレーズは良い出来では有りませんでした。“踊り(u)の途中で”の“途中”が余計で

したね。 

ちなみに “途中” は tu2 zhong1 と読みます。 

兔子  tu4 zi0 <ウサギ> 

呕吐  ou3 tu4 <吐く> 

次tuo4 の漢字は、 拓 <開拓する>、唾 <唾、唾液>の二つです。 

フレーズは 「開拓は/、唾つけた/ 私(uo)がティー(t4)を植えて始まる。」=tuo4 で

す。 

拓展  tuo4 zhan3 <広く開拓する、切り開く> 

唾沫  tuo4 mo  <唾 つば> 

次tui4 の漢字は、 退 <退く>です。 

フレーズは 「退くときは/、味の素(uei)を ティー(t4)に入れて合図する。」=tui4 で

す。 

退房  tui4 fang2 <チェックアウト> 

以上で t の４声は終わりです。 

t の４声の “フレーズ集” です。 

t の４声の漢字 

t の４声の “読み上げ” の頭の部分です。 

音声プレーヤー 
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t の４声の歌。 ”ティー“ の歌です。 

音声プレーヤー 

子音が t の漢字が終わったので、発音の注意点です。 

子音が t で発音に注意するのは 

① tan（按摩） と tang（スバル）の区別をする。 

② tui は tuei（味）と発音する。 

③ tun は tuen（文章） と発音する。 

④ tin （音）の発音は有りません。 ting （宝石、英国）の発音は有ります。 

⑤ tuang（王様）の発音は有りません。 tuan （湾）の発音は有ります。 

子音が ｔの”All in 表” を掲載します。 

Allin t の漢字 

次回は n の１声の漢字が無いので、 n の２声 “のり” となります。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６５ 

n の１声には通常使う漢字が無いので、今回は ｎ の２声です。 

キーワードは no で始まる “のり” です。 

“のり” というと、接着剤の糊やＹシャツの襟をピンとさせる糊、ごはんと相性の良

い海苔、調子よく元気に行こうぜノリノリだー、のような“のり”が有ります。 

さてさてどんな“のり”が出て来るのでしょうか！ 
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それでは早速始めてみましょう。 

まず最初na2 の漢字は、 拿 <つかむ、持つ。（介詞）何々を用いて>です。 

フレーズは 「つかんだ/ おばさん(a) のり(n2)だらけ。」=na2 です。 

拿不了 na2 bu0 liao3 <持ちきれない> 

次nan2 の漢字は、 南 <南>、男 <男>、难 <難しい>の三つです。 

フレーズは 

「南方の/ 男は/、難しい/ 按摩(an)は、糊(n2)で固める。」=nan2 です。 

南风  nan2 feng1 <南風> 

男人  nan2 ren2 <男の人> 

困难  kun4 nan0 <困難> 

次nang2 の漢字は、 囊 <袋>です。 

フレーズは 

「きんたまぶくろは/、スバル(ang)に乗るとのり(n2)が出る。」=nang2 です。 

胶囊  jiao1 nang2 <薬のカプセル> 

次nong2 の漢字は、 浓 <濃い>、农 <農業>の二つです。 

フレーズは 

「濃い濃い/農業で/、ジュディーオングが(ong)、のり(n2)だらけになる。」 

=nong2 です。 

更浓  geng4 nong2 <さらに濃厚> 

农村  nong2 cun1 <農村> 
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次neng2 の漢字は、 能 <なになにが出来る>です。 

フレーズは 「出来るのは/、エンジェル(eng)を のり(n2)付けすること。」=neng2

です。 

能源  neng2 yuan2 <エネルギー源> / 不能  bu4 neng2 <出来ない> 

次ni2 の漢字は、 泥 <泥>です。 

フレーズは 「泥/ 一塊(yi) をのり(n2)で固める。」=ni2 です。 

姜泥  jiang1 ni2 <おろし生姜> 

次nin2 の漢字は、 您 <あなた様>です。 

フレーズは 「あなた様の/ 音は(in)、のりのり(n2)だ。」=nin2 です。 

您好  nin2 hao3 <こんにちはの丁寧な言い方> 

次nian2 の漢字は、 年 <年数>です。 

フレーズは 「年とれば/ 眼(ian) からのり(n2)が出る。」=nian2 です。 

年轻  nian2 qing1 <年が若い> / 前年  qian2 nian2 <おととし,二年前> 

次niu2 の漢字は、 牛 <牛>です。 

フレーズは 「牛の/ 油は(iou)、のり(n2)になる。」=niou2=niu2 です。 

牛奶  niu2 nai3 <牛乳> / 牛仔裤  niu2 zai3 ku4 <ジーンズ> 

次ning2 の漢字は、 宁 <安らかである>です。 

フレーズは 「安らか/ 顔にするのに、宝石(ing) をのり(n2)でくっつける。」=ning2

です。 

宁静 ning2 jing4 <環境が静かである、心が安らかである> 
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最後 niang2 の漢字は、 娘 <娘>です。 

フレーズは 「娘は/ 羊(iang)の、のり(n2)が大好き。」=niang2 です。 

新娘  xin1 niang2 <花嫁、新婦> 

n の２声の ”フレーズ集” です。 

n の２声の漢字 

n の２声の “読み上げ” の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

n の２声の歌。 ”のり“ の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第６５回目 n の２声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６６ 

”増えるメール”を願って、自分で撮った”フェルメール”の絵画の写真を今まで６回に

渡って掲載し今回は７回目の掲載です。 

フェルメールは1632 年 10 月にオランダのデルフトに生まれたそうです。 

そして同年、同月、同都市で顕微鏡を発明したアントニ・ファン・レーウェンフック

が生まれたそうです。 

そしてこの人は、フェルメールが４３歳で１１人の子供を残して死去後、 

フェルメールの財産管理人になったそうです。 
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今回は n の３声の漢字をマスターします。 

さて、それでは始めましょう。 

キーワードは ne で始まる言葉 “猫” です。 

最初はna3 からです。 

na3 の漢字は、 哪 <どの、どれ>です。 

フレーズは 「どれが/ おばさん(a)の 猫(n3)ですか。」=na3 です。 

哪里  na3 li0  <どこ、どちら> 

次nai3 の漢字は、 奶 <ミルク、乳>です。 

フレーズは 「ミルクは/、愛する(ai)  猫(na3)にやる。」=nai3 です。 

牛奶 niu2 nai3  <牛乳> 

次nao3 の漢字は、 恼 <悩む>、脑 <脳>の二つです。 

フレーズは 

「悩める/ 脳みそは/、オリンピック(ao) の猫(n3)程度。」=nao3 です。 

苦恼  ku3 nao3 < 苦悩（する）> 

电脑  dian4 nao3  <コンピューター> 

次ni3 の漢字は、 你 <あなた>です。 

フレーズは 「あなた/ 一人 (yi) が、猫(n3) 嫌い。」=ni3 です。 

跟你  gen1 ni3  <あなたと一緒に> 

次niao3 の漢字は、 鸟 <鳥>です。 
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フレーズは 「鳥は/、薬(iao)を 猫(n3)に与えて助かった。」=niao3 です。 

鸟儿  niao3 er0  <小鳥> 

次niu3 の漢字は、 扭 <ひねる、くじく>、纽 <つまみ、ボタン、かなめ>の二つで

す。 

フレーズは 「ねじった/ボタンが/油(iou)だらけで、猫(n3)がなめに来た。」

=niou3=niu3 です。 

扭筋  niu3 jin1  <筋肉の筋を違える> 

纽扣  niu3 kou4  <ボタン> 

次nu3 の漢字は、 努 <努める>です。 

フレーズは 「努力すれば/ 猫(n3)でも踊り(u) が踊れる。」=nu3 です。 

努力  nu3 li4  <努力> 

次nuan3 の漢字は、 暖 <暖かい>です。 

フレーズは 「暖かい/ 湾(uan)に、猫(n3)が泳いでいる。」=nuan3 です。 

温暖  wen1 nuan3 <温和、温かい 思いやり、気候> 

最後nv3 の漢字は、 女 <女>です。 

フレーズは 「女は/、魚(v) と猫(n3)が好き。」=nv3 です。 

独生子女  du2 sheng1 zi3 nv3 <一人っ子> 

ピンイン表記で v が出て来るのは n と l の二つだけです。 

v の発音は、j , q , x と n と l の５つですが j , q , x には u の発音が無いので v 

の代わりに u を使います。 
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n と l は u と v の両方の発音が在るので u と v を使い分けます。 

v を使う n と l のピンインは、  

n は nv と nve 、l は lv と lve の２種類のピンインが有ります。 

n の３声の “フレーズ集” です。 

n の３声の漢字 

n の３声の “読み上げ” です。 

音声プレーヤー 

n の３声の歌。 “猫”（オリジナルは猫ふんじゃった）の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第６６回目 n の３声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６７ 

増えるメール を願って、フェルメールの絵画の写真を掲載しています。 

彼の描く多くの構図は、左斜め上からの光を巧みに使った描写が特徴ですね。 

多分彼は右利きの画家だったのではと思わせます。 

さて、今回は n の４声です。 

キーワードは ni で始まる言葉で “にきび“ です。 
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先ず最初 na4 の漢字は、 那 <あの、その>です。 

フレーズは 「あれが/ おばさん(a)の、にきび(n4)です。」=na4 です。 

那些 na4 xie1  ＜あれらの、それらの＞ 

次nai4 の漢字は、 耐 <耐える>です。 

フレーズは 「耐えるのは/、愛人(ai)の、にきび(n4)顔。」=nai4 です。 

忍耐 ren3 nai4 <忍耐する> 

次nan4 の漢字は、 难 <災難、災い、なじる。攻める>です。 

フレーズは 

「非難され、苦難のすえ/ 按摩屋(an)はニキビ(n4)顔になってしまう。」=nan4 で

す。 

灾难 zai1 nan4  <災難> 

次nao4 の漢字は、 闹 <にぎやか>です。 

フレーズは 

「にぎやかな/ オリンピック(ao)は、にきび(n4)の花盛り。」=nao4 です。 

热闹  re4 nao4 <にぎやか> 

次nong4 の漢字は、 弄 <いじる>です。 

フレーズは 

「いじって/ ジュディーオング(ong)は、にきび(n4)面。」=nong4 です。 

弄坏  nong4 huai4 <いじって壊す> 
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次nei4 の漢字は、 内 <内側>です。 

フレーズは 「内側なら/ 営業(ei)で、にきび(n4)が治せる。」=nei4 です。 

内容  nei4 rong2  <内容> 

次nen4 の漢字は、 嫩 <水分が多くみずみずしい>です。 

フレーズは 

「水分が、多くみずみずしい/ 恩恵で(en)、にきび(n4)が出来ない。」=nen4 です。 

嫩豆腐  nen4 dou4 fu0 <柔らかい豆腐> 

次ni4 の漢字は、 腻 <脂っぽい>です。 

フレーズは 

「脂っぽいので/ ニキビ(n4)が 一つ(yi) 出来てしまった」=ni4 です。 

油腻  you2 ni4 <脂っこい、油がたっぷりしている> 

次nie4 の漢字は、 孽 <災い、罪、罰>です。 

フレーズは 

「たたりに遭うと/、夜(ie)、にきび(n4)が吹き出る。」=nie4 です。 

孽障  nie4 zhang4 <たたり> 

次niao4 の漢字は、 尿 <尿、小便>です。 

フレーズは 「尿は/ 薬だー(iao)、にきび(n4)を治す。」=niao4 です。 

尿尿  niao4 sui1 <放尿する、小便する> niao4 niao0 と言う人もいます。 
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次nian4 の漢字は、 念 <懐かしく思う、声を出して読む>です。 

フレーズは 「念じて/ 眼の(ian)、にきび(n4) を消し去る。」=nian4 です。 

念道  nian4 dao0 <口にする、話、話題にする> 

次ning4 の漢字は、 宁 <むしろ何々の方がまし>です。 

フレーズは 

「いっその事/、宝石は(ing)、にきび(n4)面の子にあげてしまえ。」=ning4 です。 

宁愿  ning4 yuan4 <むしろ> 

次nu4 の漢字は、 怒 <怒る、腹が立つ>です。 

フレーズは 「怒って/ 踊る(u)と、にきび(n4)が吹き出る。」=nu4 です。 

发怒  fa1 nu4 <怒り出す、腹を立てる> 

最後 nuo4 の漢字は、 诺 <はい、承知する>、糯 <粘り気の有る穀物>の二つです。 

フレーズは 「はい！！/もち米食べて/、私は(uo) ニキビ(n4)が出来た。」=nuo4

です。 

承诺  cheng2 nuo4 <承諾する、承知する> 

糯米  nuo4 mi3  <もち米> 

以上で n の４声は終わりです。 

子音が ｎ の漢字で発音で注意するのは  

① nan と nang の区別。 

② nong と neng の区別。 

③ nin と ning の区別。 
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④ nu と nv の区別。 

⑤ niu は niou と発音する。 

の5 つのポイントでしょう。 

n の４声の“フレーズ集”です。 

n の４声の漢字 

n の４声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

n の４声の歌。“にきび”（オリジナルはビキニスタイルのお嬢さん）の歌です。 

(”にきび” と “ビキニ” が似ている感じなのでこの歌のメロディーを使いました。） 

音声プレーヤー 

子音が ｎ の漢字の一覧表 “Allin 表”です。 

１声に該当する漢字は有りません。そして発音が同じで複数の意味を持つ漢字が少な

いのが特徴です。难と宁の漢字は２声と４声で意味が異なる事に注意しましょう。 

Allin n の漢字 

以上で 第６７回目 n の４声は終わりです。 

次回は l の１声からですが、l の１声はラーメンの 拉面  la1 mian4 の 拉 しかな

いので  

l の２声も一緒に掲載します。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６８ 

いよいよ本格的な梅雨入りとなり、家庭菜園の畑に出ていけません。 

恵の雨で野菜たちが喜んでいますが、それにもまして雑草たちが歓声を上げています。 

太陽が顔を出して地面が乾く頃は、畑仕事が忙しくなりそうです。 

今回は順番では l の１声ですが、 

l の１声は１つ拉 しかないので l の２声を中心に掲載します。 

先ず、l の 1 声のキーワードは “ la” で始まる言葉で ”ランプ“ です。 

そして la1 の漢字は、 拉 <引っ張る>です。 

フレーズは 「引っ張る/ おばさん(a)ランプ(l1)で黒こげ。」=la1 です。 

拉锁  la1 suo3 <ファスナー> /  拉链 la1 lian4 <ファスナー>/ 

拉面  la1 mian4 <手打ちうどん> / 拉肚子 la1 du4 zi0 <下痢する> / 

拉丁字母  la1 ding1 zi4 mu3 <アルファベット> / 

沙拉  sha1 la1 <サラダ>    等に使われます。 

そして次は l の２声。キーワードは  ”ロック“ です。 

先ず lai2 の漢字は、 来 <来る>です。 

フレーズは 「来るときは/、愛(ai) のロック(l2)してきて。」=lai2 です。 

“来” を使った単語、用例は山の様に有ります。 

后悔也来不及 hou4 hui3 ye3 lai2 bu0 ji2 ＜後悔しても遅い＞ 

次 lan2 の漢字は、 蓝 <青色>、兰 <蘭>、篮 <かご>、拦 <さえぎる>の四つで

す。 
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フレーズは 

「藍色の/ 蘭を/ かごに入れるのを/ さえぎる/ 按摩屋(an)は、ロック(l2)なもんじ

ゃねえ。」=lan2 です。 

蓝色  lan2 se4 <青色> 

兰花  lan2 hua1 <欄の花> 

篮球  lan2 qiu2 <バスケットボール> 

拦住  lan2 zhu4 <行き手をさえぎる> 

次 lao2 の漢字は、 牢 <牢獄の牢、堅固である>、劳 <労働する>の二つです。 

フレーズは 

「牢獄の/ 労働は/、オリンピック(ao) のロック(l2)コンサート準備。」 

=lao2 です。 

牢牢   lao2 lao2 <しっかりと> 

劳动   lao2 dong4 <労働> 

次 lang2 の漢字は、 郎 <男子をさす>、狼 <狼>の二つです。 

フレーズは 

「新郎は/、狼に/ 変身するときスバル(ang)をロック(l2)する。」=lan2 です。 

新郎    xin1 lang2   <新郎> 

狼吞虎咽  lang2 tun1 hu3 yan4   <食べ物をすごい勢いでかきこむ> 

次 lou2 の漢字は、 楼 <フロア、階>です。 

フレーズは 



 29 / 264 
 

「フロアで/  欧米(ou)人は、ロック(l2)コンサートをする。」=lou2 です。 

楼梯  lou2 ti1 <階段> 

次 long2 の漢字は、 隆 <高くなる、盛んである>、龙 <竜>、笼 <かご、せいろ> 

の三つです。 

フレーズは 

「隆は/、竜の/ かごで/ ジュディーオング(ong)にロック(l2)を送る。」=long2 です。 

隆起   long2 qi3 <隆起する> 

乌龙茶   wu1 long2 cha2 <ウーロン茶> 

小笼包   xiao3 long2 bao1 <ショウロンポウ> 

次 lei2 の漢字は、 雷 <雷>です。 

フレーズは 「雷は/、営業(ei) のロック(l2)バンドの音。」=lei2 です。 

落雷   luo4 lei2 <落雷> 

次 li2 の漢字は、 梨 <梨>、璃 <ｶﾞﾗｽ>、离 <距離>の三つです。 

フレーズは 「梨と/ ガラスの/ 距離は/ 、ワン(yi) ロック(l2)。」=li2 です。 

凤梨  feng4 li2 <パイナップル> 

玻璃  bo1 li2 <ガラス> 

距离  ju4 li2 <距離> 

次 lin2 の漢字は、 邻 <隣近所>、林 <林>、淋 <シャワー、注ぐ、かける>、临 <

臨む> 

の四つです。 
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フレーズは 「隣の/林で/シャワーに/臨んだ/音(in)は、ロック(l2)バンドの音より大

きい。」=lin2 です。 

邻居   lin2 ju1 <隣近所> 

见树不见林   jian4 shu4 bu2 jian4 lin2 <木を見て森を見ず> 

淋浴   lin2 yu4 <シャワー> 

光临   guang1 lin2 <ご来訪> / 欢迎光临  huan1 ying2 guang1 lin2 <ようこそい

らっしゃいませ＞ 

次 liao2 の漢字は、 僚 <役人>、疗 <治療する、癒す、治す>、聊 <雑談する>の

三つです。 

フレーズは 「官僚は/、治療するとき/雑談しながら/薬(iao)でロック(l2)を盛り上げ

る。」=liao2 です。 

官僚  guan1 liao2 <官僚> 

治疗  zhi4 liao2 <治療する> 

闲聊  xian2 liao2 <雑談する、無駄話をする> 

次 lian2 の漢字は、 怜 <かわいそう、あわれむ>、联 <連ねる、結びつく>、帘 <

すだれ、カーテン、のれん>、连 <連なる、なになにさえも>の四つです。 

フレーズは 「かわいそうな/連絡は/、すだれのように/連なる/眼が(ian)ロック(l2)

して伝える。」=lian2 です。 

可怜  ke3 lian2 <かわいそう> 

联络  lian2 luo4 <連絡> / 联系  lian2 xi4 <連絡> 
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窗帘  chuang1 lian2 <カーテン> 

连续  lian2 xu4 <連続する> 

次 liu2 の漢字は、 刘 <リュウさん>、流 <流れる>、留 <停留する>、榴 <ざくろ

> 

の四つです。 

フレーズは 「リュウさんは/、流れを/留め/、ざくろ/の油を(iou)ロック(l2)に入れる。」

=liou2=liu2 です。 

刘先生  liu2 xian1 sheng1 <劉さん> 

流畅 liu2 chang4 <流暢（りゅうちょう）である> / 流利 liu2 li4 <流暢である、滑

らかで有る> 

保留 bao3 liu2 <保留する> 

石榴 shi2 liu0 <ざくろ> 

次 ling2 の漢字は、 菱 <ひし形>、铃 <ベル、スズ、鈴>、灵 <魂、賢い、敏感>、 

零 <ゼロ>、凌 <近づく>の五つです。 

フレーズは 

「菱形の/鈴なり/魂が/ゼロ/に近づいて/英国(ing)人をロック(l2)する。」=ling2 で

す。 

三菱   san1 ling2 <三菱> 

马铃薯  ma3 ling2 shu3 <ジャガイモ> 

灵魂   ling2 hun2 <霊魂、魂> 
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零钱   ling2 qian2 <小銭> 

凌晨   ling2 chen2 <夜明け方> 

次 liang2 の漢字は、 凉 <触って冷たい、涼しい>、粮 <餌、食糧>、 

量 <量る（動詞として使う）>、良 <良い>の四つです。 

フレーズは 

「触って冷たい/餌が/量れる/良い/羊は(iang)、ロック(l2)が踊れる。」=liang2 です。 

凉快  liang2 kuai0 <涼しい> 

狗粮  gou3 liang2 <ドックフード> 

量身高  liang2 shen1 gao1 <身長を測る> 

良心  liang2 xin1 <良心> 

次 lu2 の漢字は、 炉 <炉、コンロ>です。 

フレーズは 「コンロで/ 踊る(u)と（熱くて）ロック(l2)になってしまう。」=lu2 で

す。 

微波炉  wei1 bo1 lu2 <電子レンジ> 

  

次 luo2 の漢字は、 罗 <仏様>、萝 <つるの有る植物>、螺 <ぐるぐるまく>の三つ

です。 

フレーズは 

「ホトケサマは/、大根で/、ぐるぐる巻きにして/、私が(uo)ロック(l2)で冷やしてい

る。」=luo2 です。 
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罗汉  luo2 han4 <仏のこと> 

萝卜  luo2 bo0 <大根> 

螺丝  luo2 si1 <ねじ> 

最後 luan2 の漢字は、 鸾 <伝説上の霊鳥>です。 

フレーズは 

「霊鳥は/、湾で(uan)ロック(l2)に合わせて舞い踊る。」=luan2 です。 

颠鸾倒凤 dian1 luan2 dao3 feng4  ＜男女の交合をさす＞ 

l の１，２声の“フレーズ集”です 

l の１声と２声の漢字 

l の１声の “読み上げ” です。 

音声プレーヤー 

l の２声の “読み上げ” の前半です。 

音声プレーヤー 

l の１声の歌は有りません。 

l の２声の歌。ロックの歌（オリジナルは 春よ来い）です。 

音声プレーヤー 

以上で 第６８回目 l の １，２声は終わりです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６９ 

今回は l の３声です。キーワードは le で始まる言葉 lemon レモンです。 

先ず最初 lan3 の漢字は、 懒 <怠け者、不精だ>、缆 <ロープ>、览 <見る>の三

つです。 

フレーズは 「不精ものは/、ロープを/ 見ると/ 按摩(an)屋でレモン(l3)を縛ってし

まう。」=lan3 です。 

睡懒觉 shui4 lan3 jiao4 <朝寝坊をする> 

缆车 lan3 che1 <ロープウェイ> 

展览会 zhan3 lan3 hui4 <展覧会> 

次 lao3 の漢字は、 老 <老いる>です。 

フレーズは 「老いて/、オリンピック(ao)でレモン(l3)をかじる。」=lao3 です。 

この“老”はいろいろな言葉に使われます。その例をあげましょう。 

老婆 lao3 po0 <かみさん、女房> /老公 lao3 gong1 <だんなさん> /老家 lao3 jia1 

<故郷> / 老师 lao3 shi1 <先生＞/老板 lao3 ban3 <経営者、店主> / 老虎 lao3 

hu3 < 虎 >/ 老鼠 lao3 shu3 <ねずみ> /老是 lao3 shi4 <何時も～だ(悪い意味）

>/ 古老肉 gu3 lao3 rou4 <酢豚> /男女老少 nan2 nv3 lao3 shao4 <老若男女>

この場合 “少” が４声なので注意しましょう 。 

还是老样子 hai2 shi4 lao3 yang4 zi0 <相変わらずです>等です。 
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次lang3 の漢字は、 朗 <朗らか>です。 

フレーズは 「朗らかに/、スバル(ang)にレモン(l3)載せて帰る。」=lang3 です。 

开朗 kai1 lang3 <おおらかだ、明るい> 

次 lei3 の漢字は、 累 <たまる、積み重ねる>です。 

フレーズは 「たまってくると/、営業(ei)は、レモン(l3)をかじる。」=lei3 です。 

累积 lei3 ji1 <累積する、積み重なる> / 积累 ji1 lei3 <蓄積する、積み重ねる> 

次 leng3 の漢字は、 冷 <冷たい>です。 

フレーズは 「冷たい/、エンジェル(emg)の、レモン(l3)ソーダ。」=leng3 です。 

冷冻 leng3 dong4 <冷凍する> 

  

次 li3 の漢字は、 李 <すもも>、鲤 <鯉>、礼 <お礼>、理 <理由>、 

里 <内部、なになにの中>の五つです。 

フレーズは 「すももと/、鯉の/お礼の/理由の/中身は/、一個(yi)のレモン(l3)。」=li3

です。 

李子 li3 zi0 <すもも> 

鲤鱼 li3 yu2 <鯉> 

礼物 li3 wu4 <贈り物> 

理由 li3 you2 <理由、口実> 

人堆里 ren2 dui1 li3 <人込みの中> 
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次lia3 の漢字は、 俩 <二人、二つ >です。 

フレーズは 「二人ペアの/ 歯(ia)でレモン(l3)をかじる。」=lia3 です。 

你们俩 ni3 men0 lia3 <君たち二人> 

次 liao3 の漢字は、 了 <了解、できる>です。 

フレーズは 「了解/ レモン(l3)は、薬(iao)になる。」=liao3 です。 

了解 liao3 jie3 <了解している> 

次 lian3 の漢字は、 脸 <顔>です。 

フレーズは 「顔/ の眼(ian)は、レモン(l3)のようだ。」=lian3 です。 

一副笑脸 yi2 fu4 xiao4 lian3 <笑顔> 

次 ling3 の漢字は、 领 <うなじ、首、領有する>です。 

フレーズは 「首/ の宝石(ing) は、レモン(l3)の匂いがする。」=ling3 です。 

领带 ling3 dai4 <ネクタイ> 

次 liang3 の漢字は、 两 <二>です。 

フレーズは 「ニコニコ/ 羊(iang)は、レモン(l3)を食べている。」=liang3 です。 

两斤 liang3 jin1 <１ｋｇ> 

最後 lv3 の漢字は、 旅 <旅>です。 

フレーズは 「旅/は、魚(v) に、レモン(l3)をかけて食べるのが楽しみ。」=lv3 です。 

旅行 lv3 xing2 <旅行> 
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l の３声の “フレーズ集” です。 

l の３声の漢字 

l の３声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

l の３声の歌。 レモンの歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第６９回目 l の ３声は終わりです。 

次回は第７０回目になるので ６１～６９をまとめて掲載します。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７１ 

ブログの投稿もすでに７１回目になりました。今回は l の４声の漢字をマスターしま

しょう。 

l の４声のキーワードは Li から始まる言葉で ”リリー Lily ” です。 

l の４声の漢字は５４個も有ります。 

それでは先ず la4 からです。 

la4 の漢字は、 腊 <旧暦の12 月、塩漬け干肉>、蜡 <ろうそく>、辣 <辛い>の三

つです。 

フレーズは 

「12 月に/ろうそくたらす/からい/おばさん(a)は、Lily(l4)。」=la4 です。 
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腊月 la4 yue4 <旧暦の12 月> 

蜡烛 la4 zhu2 <ろうそく> 

辣椒 la4 jiao1 <唐辛子> 

  

次 lai4 の漢字は、 赖 <頼る、頼りにする>です。 

フレーズは 「頼る/ 愛(ai)は、Lily(l4)さん。」=lai4 です。 

信赖  xin4 lai4 <信頼する、信用し頼りにする> 

  

次 lan4 の漢字は、 烂 <ボロボロ、腐っている>です。 

フレーズは 

「ボロボロの/ 按摩(an) 屋は、Lily(l4)がやっている。」=lan4 です。 

破烂  po4 lan4 <オンボロである> 

次 lang4 の漢字は、 浪 <浪費、気まま、波>です。 

フレーズは 

「浪費は/、Lily(l4) がスバル(ang) を購入すること。」=lang4 です。 

浪费  lang4 fei4 <浪費> 

  

次 lou4 の漢字は、 漏 <漏れる>です。 

フレーズは 
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「漏らしてしまった/ 欧米(ou) 旅行でLily(l4)さん。」=lou4 です。 

漏水  lou4 shui3 <水漏れする> 

  

次 le4 の漢字は、 乐 <楽しい>です。 

フレーズは 「楽しいよ/、腹ペコ(e) でもLily(l4)と一緒なら。」=le4 です。 

快乐  kuai4 le4  <愉快、楽しい、快楽> 

  

次 lei4 の漢字は、 累 <疲れる>、泪 <涙>、类 <たぐい、種類、類>の三つです。 

フレーズは 「疲れて/泪する/タグイの/ 営業(ei)は、Lily(l4)が馬鹿にする。」=lei4

です。 

累死了  lei4 si0 le0 <くたくたに疲れた> 

眼泪  yan3 lei4   <涙> 

种类  zhong3 lei4 <種類> 

  

次 li4 の漢字は、 厉 <すごい、厳しい>、利 <利用する、都合が良い>、丽 <綺麗>、 

粒 <粒>、栗 <栗>、历 <歴史>の六つです。 

フレーズは 

「すごく/利用する/綺麗な/粒/栗の/歴史が/Lily(l4)は 一番(yi)お気に入り。」=li4 で

す。 
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厉害  li4 hai0 <ひどく、すごい> 

利用  li4 yong4 <利用（する）> 

美丽  mei3 li4 <美しい> 

颗粒  ke1 li4 <顆粒,，つぶ> 

栗子  li4 zi0 <栗の実> 

历史  li4 shi3 <歴史> 

  

次同じく lie4 の漢字は、励 <励ます>、立 <立つ>、力 <力>、例<例>の四つで

す。 

フレーズは「励まして/立つ/力の/例は/Lily(l4)が一つ(yi)知っている。」=li4 です。 

奖励 jiang3 li4  ＜奨励（する）＞ 

独立 du2 li4  ＜独立＞ 

努力 nu3 li4  ＜努力＞ 

例子 li4 zi0  ＜例＞ 

  

次 lie4 の漢字は、 列 <列>、烈 <激しい、厳しい>、裂 <裂ける>の三つです。 

フレーズは 「列車が/強烈に/裂ける/夜(ie) は、Lily(l4)もこわい。」=lie4 です。 

列车 lie4 che1 <列車> 

强烈 qiang2 lie4 <強烈である> 

破裂 po4 lie4 <破裂> 
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次 lin4 の漢字は、 赁 <賃貸する、賃借する>、吝 <けちる、出し惜しみする>、 

淋 <濾（こ）す>の三つです。 

フレーズは 

「賃貸料を/ ケチって/ 濾された/ 音(in) はLily(l4)でも聞こえない。」=lin4 です。 

租赁  zu1 lin4 <賃貸する、賃借する> 

吝啬  lin4 se4 <けちけちしている、しみったれる> 

过淋  guo4 lin4 <ろ過する> 

  

次 liao4 の漢字は、 料 <材料、原料>です。 

フレーズは 「料理の/ 薬(iao)は、Lily(l4) が持っている。」=liao4 です。 

料理  liao4 li3 <処理する、切り盛りする> 

  

次 lian4 の漢字は、 链 <鎖、チェーン>、恋 <恋する、恋愛する>、练 <練習する

>、 

炼 <熱を加えて強化する、鍛錬する>の四つです。 

フレーズは 「鎖を使った/恋の/練習/鍛錬/は、眼(ian) でLily(l4)を見ること。」=lian4

です。 

项链  xiang4 lian4 <ネックレス> 

恋爱  lian4 ai4 <恋愛> 
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练习  lian4 xi2 <練習> 

锻炼  duan4 lian4 <鍛錬> 

  

次 liu4 の漢字は、 六 <六>、遛 <（馬、犬などを連れて）ゆっくり歩く>の二つで

す。 

フレーズは 

「土曜日に/ ゆっくり歩いて/ Lily(l4)は、油(iou)を買いに行く。」=liou4 = liu4 で

す。 

星期六 xing1 qi1 liu4 <土曜日> 

遛马路 liu4 ma3 lu4 <散歩しながらデートする> 

  

次 ling4 の漢字は、 令 <命令>、另 <別の、他の>の二つです。 

フレーズは 「命令で/別の/宝石(ing)をLily(l4)は欲しがる。」=ling4 です。 

命令  ming4 ling4 <命令する> 

另外  ling4 wai4 <別の、他の> 

  

次 liang4 の漢字は、 亮 <明るい>、量 <量、目方、(名詞として使う）>、 

辆 <車両の台数>、谅 <許す>の四つです。 

フレーズは 
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「明るい/量と/台数を/許すと/羊(iang) がLily(l4)を食べてしまう。」=liang4 です。 

漂亮  piao4 liang0 <美しい、器量が良い> / 月亮 yue4 liang0 <月> 

数量  shu4 liang4 <数量>  ニ声の”量”は量るという動詞になります。 

一辆出租车  yi2 liang4 chu1 zu1 che1 <タクシー一台> 

原谅  yuan2 liang4   <失敗を許す、誤りを責めない> 

  

次 lu4 の漢字は、 陆 <陸>、路 <道>、鹿 <鹿>、录 <記録、録音>、 

露 <化粧水、つゆ>の五つです。 

フレーズは 

「陸/ 路で/ 鹿の/ 録音は/、ツユだらけで/ 踊っている(u)、Lily(l4)がうまい。」=lu4

です。 

着陆 zhuo2 lu4 <着陸する> 

道路 dao4 lu4 <道路> 

公鹿 gong1 lu4 <雄鹿> / 母鹿 mu3 lu4 <雌鹿> 

记录 ji4 lu4 <記録（する）> 

洗发露 xi3 fa4 lu4 <シャンプー> /沐浴露 mu4 yu4 lu4 <ボディーシャンプー>  

次 luo4 の漢字は、 络 <網状のもの>、落 <落ちる>の二つです。 

フレーズは 「網に絡まって/落ちたのは/、私(uo) とLily(l4)さん。」=luo4 です。 

联络  lian2 luo4 <連絡> 

落泪  luo4 lei4 <涙がこぼれる> 
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次 luan4 の漢字は、 乱 <乱れる>です。 

フレーズは 「乱れた/ Lily(l4)は、湾(uan)に落ちた。」=luan4 です。 

乱码  luan4 ma3 <文字化けする>  

次 lun4 の漢字は、 论 <論じる、述べる>です。 

フレーズは 「論/文(uen)は、Lily(l4)が持っている。」=luen4=lun4 です。 

讨论 tao3 lun4 <討論> 

次 lv4 の漢字は、 绿 <緑>、率 <率>、律 <定め、おきて、規則>、虑 <案じる> 

の四つです。 

フレーズは 

「緑の/率/律を/考慮して/、魚(v)がＬily(l4)に相談に来た。」=lv4 です。 

绿茶  lv4 cha2 緑茶 

汇率  hui4 lv4 <為替レート> 

法律  fa3 lv4 <法律> 

考虑  kao3 lv4 <考慮>  

最後 lve4 の漢字は、 略 <略する>です。 

フレーズは 「略します/ 月(yue)でのLily(l4)。」=lve です。 

省略  sheng3 lve4 <省略> 
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l の４声の “フレーズ集” です。 

l の４声の漢字  

l の４声の“読み上げ”の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

l の４声の歌。リリーの歌（オリジナルは リリーさんという歌手が歌った、「私は

泣いています」です。） 

音声プレーヤー 

子音が l の “All in 表“です。子音が l の漢字を一覧できます。 

Allin l の漢字  

子音が l の発音で注意するのは、 

1, lan と lang の区別。 

2, lin と ling の区別。 

3, lu と lv の区別。 

4, liu は liou と発音する。 

5, lun は luen と発音する。 

“All in 表” を見て対応する漢字の発音を確認してください。 
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以上で 第７１回目 l の ４声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７２ 

増えるメールを願って、フェルメールの絵画の写真を掲載してきましたが、 

フェルメールの絵画の写真掲載は今回でついに終わりを迎えました。 

次回からは花のシリーズに戻ります。 

このところ毎度同じパターンが続いていますが、横道にそれず同じパターンでいきま

す。 

それでは 今回は、 g の１声です。 

キーワードは ga で始まる言葉 “ガードマン” です。 

g の１声の最初は gai1 です。 

gai1 の漢字は、 该 <なになにすべきである、なになにのはずである>です。 

フレーズは 「当然/、愛(ai)をガードマン(g1)は、知っているはずである。」=gai1

です。 

应该  ying1 gai1 <～のはずだ,当然～しなければならない> 

次gan1 の漢字は、 甘 <甘い>、干 <乾いた>、肝 <肝>の三つです。 

フレーズは 「甘くて/乾いた/肝臓を/持つ、按摩(an)屋のガードマン(g1)。」=gan1

です。 

甘薯  gan1 shu3 <サツマイモ> 
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干杯  gan1 bei1 <杯を干す、乾杯する> 

肝脏  gan1 zang4 <肝臓> 

次gao1 の漢字は、 高 <高い>、膏 <ねばねばしたのり状の物、油>、 

糕 <小麦粉食品>の三つです。 

フレーズは 「高い/ねばねばした/小麦粉食品/は、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(ao)のｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ(g1)に取ら

れた。」=gao1 です。 

高兴  gao1 xing4 <楽しい> 

牙膏  ya2 gao1 <練り歯磨き> 

蛋糕  dan4 gao1 <カステラスポンジケーキ> 

次gang1 の漢字は、 钢 <鋼>、刚 <たったいま>の二つです。 

フレーズは 「鋼は/、たったいま/スバル(ang)に乗ったガードマン(g1)が持って来た。」

=gang1 です。 

钢琴  gang1 qin2 <ピアノ> 

刚才  gang1 cai2 <たった今、今しがた> 

次gou1 の漢字は、 勾 <引き起こす。誘い出す>、沟 <溝、堀、下水道>の二つで

す。 

フレーズは 

「誘い出された/溝は/、欧米(ou)のガードマン(g1)が埋めてくれる。」=gou1 です。 

勾起  gou1 qi3 <誘い出す、引き起こす> 

沟通  gou1 tong1 <コミュニケーション> 
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次gong1 の漢字は、 恭 <うやうやしくする、かしこまる>、公 <公共の、公の>、 

宫 <宮殿>、工 <工事、工業>、供 <供給する>、功 <功績>、攻 <攻める>の七

つです。 

フレーズは 

「おめでたい/、公な/ 宮殿/ 工事の/ 供給/ 功績は/、ジュディーオング(ong)を /

攻めた/  ガードマン(g1)。」=gong1 です。 

恭喜  gong1 xi3 <おめでとう> 

公司  gong1 si1 <会社> 

宫殿  gong1 dian4 <宮殿> 

工厂  gong1 chang3 <工場> 

供给  gong1 ji3 <供給する> “给”は ji3 と読みますが、俗な読み方でgei3 も有りま

す。 

成功  cheng2 gong1 <成功> 

攻击  gong1 ji1 <攻撃する> 

次ge1 の漢字は、 哥 <兄>、歌 <歌、歌う>、鸽 <はと>の三つです。 

フレーズは 「兄の/歌う/ハトの/歌は/、腹ペコ(e)ガードマン(g1)でも歌える。」=ge1

です。 

哥哥  ge1 ge0 <お兄さん> 

唱歌  chang4 ge1 <歌を歌う> 

鸽子  ge1 zi0 <はと> 
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次gen1 の漢字は、 根 <根>、跟 <なになにと一緒に、ヒール>の二つです。 

フレーズは 

「根元から/一緒に/、ガードマン(g1)に恩(en)返し。」=gen1 です。 

根本  gen1 ben3 <根本> 

跟你  gen1 ni3 <あなたと一緒に> 

次geng1 の漢字は、 耕 <耕す>、更 <変える、改める>の二つです。 

フレーズは 

「田んぼを耕すのを/ 更新することは/、エンジェル(eng)が、ガードマン(g1)と、結

婚するくらい大変なこと。」=geng1 です。 

耕田  geng1 tian2 <田を耕す> 

更改  geng1 gai3 <変更する> / 变更  bian4 geng1 <変更する> 

次gu1 の漢字は、 孤 <孤独>、菇 <きのこ>の二つです。 

フレーズは 「孤独で/ きのこを出して/ 踊っている(u)ガードマン(g1)。」=gu1 で

す。 

孤独  gu1 du2 <孤独> 

香菇  xiang1 gu1 <しいたけ> 

次gua1 の漢字は、 瓜 <うり>、刮 <そる、こする、風が吹く>の二つです。 

フレーズは 「瓜を/ 剃るのは/、蛙(ua)のガードマン(g1)。」=gua1 です。 

黄瓜  huang2 gua0 <きゅうり> 

刮胡子  gua1 hu2 zi0 <ヒゲをそる> 
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次guo1 の漢字は、 锅 <鍋>です。 

フレーズは 「鍋は/、私(uo)も ガードマン(g1)も大好き。」=guo1 です。 

火锅 huo3 guo1 <火なべ> (おしどり鍋で食べる火鍋は私の好きな中国料理の上位

です。） 

次guan1 の漢字は、 观 <眺め>、关 <閉める、関係する>、官 <官の、政府の>

三つです。 

フレーズは 

「ながめているのを/閉めるのは/、カンリン/と湾(uan)のガードマン(g1)。」=guan1

です。 

ここで カンリン（官琳）という人名が出て来ましたが、以前官琳さんから中国語の

レッスンを受けていた時期が有りましたのでその名前を使わせてもらいました。（注：

官琳は、元信越放送アナウンサー。信州大学経済学部卒業。現在は日中バイリンガル

MC としても活躍されています。ネットで検索すれば出て来ます。） 

观念 guan1 nian4  ＜観念、意識> 

关闭 guan1 bi4 <閉まる、閉じる> 

官僚 guan1 liao2 <官僚> / 官琳 guan1 lin2 <カンリン> 

次gui1 の漢字は、 龟 <亀>、规 <規則>、归 <帰る＝回>の三つです。 

フレーズは 

「亀の/規則で/帰りの/味(uei)は、ガードマン(g1)が決める。」=guei1=gui1 です。 

乌龟  wu1 gui1 <亀> 
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规则  gui1 ze2 <規則> 

早出晚归  zao3 chu1 wan3 gui1 <朝早く出て夜遅く帰る> 

最後 guang1 の漢字は、 光 <光、なになにだけonly>です。 

フレーズは 「光だけで/、王様(uang)を、ガードマン(g1)に判らせる。」=guang1

です。 

光临  guang1 lin2 <ご来訪>/ 观光点  guan1 guang1 dian3 <観光スポット> 

他にもいろいろな言葉を形成します。 

g の１声の“フレーズ集”です。 

g の１声の漢字 

g の１声の読み上げ前半です。 

g の１声の歌。ガードマンの歌（オリジナルは かかし（案山子））です。 

音声プレーヤー 

以上で 第７２回目 g の １声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７３ 

一期一会 

先日家庭農園に有るつがいのキウイフルーツの雌株の摘果作業をしていたら、 

一羽の小鳥が私の周りに来てピーピーと騒ぎ立てました。 

お腹が減っている様子なので、辺りにいるバッタを捕まえて、ホイやるよと差し出し
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たら 

寄って来て サンキューという感じで食べました。 

何匹かのバッタを捕まえる為辺りを捜す時、 

早く頂戴よ！ という感じで、小鳥も一緒に付いてきて来ましたが、 

この季節未だバッタも小さくて数匹しか見当たらないので、 

てんとう虫を代わりに捕まえて ホイとやったら、プイと横を向きました。 

地蜘蛛みたいのを捕まえて これはどう？ とやったら、これも フンと首を横に振

りました。 

丁度昼飯時になったので、私は家に戻って昼飯を食べることにしました。 

小鳥は私が家に入るまで付いてきましたが、バイバイーと言って家に入って昼飯を食

べた後、２階の私の部屋に行ってサッシを開けると、少し離れた電線に、どうもさっ

きの小鳥のような小鳥が止まっていたので、オイオイと声を掛け手招きしたら、なん

とビックリ、その小鳥はこっちに向かって飛んできてテラスの手すりに停まりました。 

ご飯を与えたら、くちばしに ご飯がくっついて食べにくそうなので、 

私の手のひらにご飯を載せてやったら、手首の辺りに飛び乗ってご飯を一粒一粒食べ

ました。私の部屋の中まで入って来て、まるで自分の部屋の様な態度でパソコンの上

に載ったり、 

構えたカメラに飛び乗ったり、私の腕や指先に乗ったりで、面白い時間を過ごしまし

た。 

その時の写真を撮ったので、３回に分けて掲載します。 

今回の写真は 「指乗り小鳥」です。 
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人を怖がらない小鳥だったので、どこかで飼われていたのかもしれません。 

今はどこに行ってしまったのか分かりませんが、一期一会の出逢いでした。 

さて前置きが長くなりましたが、 

今回はg の２声です。 

漢字は４つ。フレーズは二つしかないので g の３声も一緒に紹介します。 

先ずは g の２声です。キーワードは go で始まる言葉で“ゴルフ”です。 

最初は ge2 です。 

ge2 の漢字は、 革 <革命のカク、獣の皮>、隔 <隔てる>、格 <規格>の三つです。 

フレーズは 

「革命で/隔離された/格の/有る人は、腹ペコ(e)でもゴルフ(g2)をする。」=ge2 で

す。 

改革  gai3 ge2 <改革（する）> 

隔天  ge2 tian1 <一日おき> 

性格  xing4 ge2 <性格> 

次guo2 の漢字は、 国 <国>です。 

フレーズは 「国は/、私(uo) がゴルフ(g2)クラブで守る。」=guo2 です。 

中国zhong1 guo2 中国 

g の２声は以上です。 

次 は g の３声です。キーワードは ge で始まる言葉で“ゲゲゲの鬼太郎”です。 
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先ず gai3 の漢字は、 改 <改める>です。 

フレーズは 「改めて/愛(ai)は、ゲゲゲのキタロウ(g3)から。」=gai3 です。 

改天 gai3 tian1  <日を改めて> 

次 gan3 の漢字は、 赶 <行く、急ぐ、追う>、感 <感じる>、敢 <敢えて、（助動

詞）>、 

擀 <棒で伸ばす> の四つです。 

フレーズは 

「いそいで/感じるには/、敢えて/棒で伸ばす/按摩(an)をゲゲゲのキタロウ(g3)にお

願いする。」=gan3 です。 

赶快  gan3 kuai4 <早く、急いで> 

感到  gan3 dao4 <感じる、思う> 

勇敢  yong3 gan3 <勇敢> 

扞面丈  gan3 mian4 zhang4 <麺棒< 

次 gao3 の漢字は、 稿 <原稿>、搞 <なになにをする> の二つです。 

フレーズは 「原稿/するのは/、オリンピック(ao)でゲゲゲのキタロウ(g3)。」=gao3

です。 

稿子  gao3 zi0 <原稿> 

搞清楚  gao3 qing1 chu0 <はっきりさせる> 

次 gang3 の漢字は、 港 <港>、岗 <職場、持ち場>の二つです。 

フレーズは 

「港の/持ち場で/ゲゲゲのキタロウ(g3)はスバル(ang)に乗っている。」=gang3 で
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す。 

香港  xiang1 gang3 <香港> 

岗位  gang3 wei4 <職場、持ち場> 

次 gou3 の漢字は、 狗 <犬>です。 

フレーズは 「犬を/ 欧米(ou) のゲゲゲのキタロウ(g3)に送る。」=gou3 です。 

一只狗  yi4 zhi1 gou3 <一匹の犬。犬一匹> / 一条狗 yi4 tiao2 gou3 <一匹の犬> 

次 gong3 の漢字は、 巩 <強固である>です。 

フレーズは 

「強固な/ゲゲゲの鬼太郎(g3)もジュディーオング(ong)には弱い」=gong3 です。 

巩固 gong3 gu4 <強固である、強固にする> 

次 gei3 の漢字は、 给 <与える、あげる>です。 

フレーズは 「与えるのは/、営業(ei) のゲゲゲのキタロウ(g3)の仕事。」=gei3 で

す。 

交给  jiao1 gei3 <手渡す。> / 递给  di4 gei3 <手渡す> 

次 gu3 の漢字は、 古 <古い>、股 <株、株式>、骨 <骨>、鼓 <たたく、打つ>

の四つです。 

フレーズは 「古/ 株を/、骨で/たたいて/踊る(u)ゲゲゲのキタロウ(g3)。」=gu3 で

す。 

古典  gu3 dian3 <古典、クラシック> 

股票  gu3 piao4 <株券> 
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骨头  gu3 tou0 <骨> 

鼓励  gu3 li4 <激励する> 

次 guo3 の漢字は、 裹 <くるむ、包む>、果 <果物、果実、結果>の二つです。 

フレーズは 

「包んだ/果物は/、我(uo)とゲゲゲのキタロウ(g3)が食べてしまう。」=guo3 です。 

包裹  bao1 guo3 <小包> 

苹果  ping2 guo3 <りんご> 

次 guai3 の漢字は、 拐 <曲がる>です。 

フレーズは 「曲がった/ 外には(uai)、ゲゲゲのキタロウ(g3)が待っていた。」=guai3

です。 

左拐  zuo3 guai3 <左曲がり> 

次 guan3 の漢字は、 馆 <やかた>、管 <管理する、管、かまう、口出しする>の

二つです。 

フレーズは 

「館の/ 管は/、湾(uan)まで、ゲゲゲのキタロウ(g3)が使っている。」=guan3 です。 

宾馆  bin1 guan3 <高級なホテル> 

吸管  xi1 guan3 <ストロー> 

次 gui3 の漢字は、 鬼 <鬼>、轨 <軌道、レール>の二つです。 

フレーズは 

「鬼の/レールに/、味(uei)の素を、撒いている、ゲゲゲのキタロウ(g3)。」 
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=guei3=gui3 です。 

酒鬼  jiu3 gui3 <のんべえ> 

轻轨  qing1 gui3 <モノレール> 

次  gun3 の漢字は、 滚 <転がる、転がす>です。 

フレーズは 

「転がる/ 文章(uen)は、ゲゲゲのキタロウ(g3)にお任せ。」=guen3=gun3 です。 

摇滚乐  yao2 gun3 yue4 <rock and roll> 

最後 guang3 の漢字は、 广 <広場>です。 

フレーズは 「広場の/ 王(uang)は、ゲゲゲのキタロウ(g3)。」=guang3 です。 

广场  guang3 chang3 <広場> 

g の２声の“フレーズ集”です。 

g の２声の漢字 

g の３声の“フレーズ集”です。 

g の３声の漢字 

g の２声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

g の３声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 
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g の２声の歌は有りません。 

g の３声の歌。“ゲゲゲの鬼太郎”（オリジナルも同じです）の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第７３回目 g の ２声と３声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７４ 

飛び去った小鳥はもう戻って来ないようです。まさに一期一会の出逢いでした。 

（小鳥との写真の掲載は 今回と あと１回です。） 

さて今回は g の４声です。キーワードは gi で始まる言葉 “ギター”です。 

先ず最初は gai4 です。 

gai4 の漢字は、 概 <概して、大体>、盖 <ふた>の二つです。 

フレーズは 「概して/、蓋した/ 愛(ai)には、ギター(g4)が似合う。」=gai4 です。 

大概 da4 gai4 <だいたい> 

膝盖 xi1 gai4 <ひざ> 

次gan4 の漢字は、 干 <する>です。 

フレーズは 「するのは/、按摩(an)屋でギター(g4)を弾くこと。」=gan4 です。 

你干啥呢?  ni3 gan4 sha2 ne0 <何してるの？> = 你干什么呢?  ni3 gan4 shen2 

me0 ne0 

”干” は１声にも有りましたね。 
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gan1 の漢字は、 甘 <甘い>、干 <乾いた>、肝 <肝>で、 

フレーズは 「甘くて/乾いた肝臓/を持つ、按摩(an)屋のガードマン(g1)。」でした。 

干花 gan1 hua1 <ドライフラワー> 

次gao4 の漢字は、 告 <告げる>です。 

フレーズは 「告げるには/、オリンピック(ao)でギター(g4)の響き。」=gao4 です。 

告诉  gao4 su0 <告げる、知らせる> 

次gou4 の漢字は、 购 <買う>、构 <構成する>、够 <足りる、十分有る>の三つ

です。 

フレーズは 

「買い付けの/ 構成が/充分足りているのは/、欧米(ou)のギター(g4)。」=gou4 で

す。 

购买  gou4 mai3 <購買> 

结构  jie2 gou4 <構造、構成> 

钱够了吗?  qian2 gou4 le0 ma0 <お金は足りますか？> 

次gong4 の漢字は、 贡 <貢ぐ>、共 <共に>の二つです。 

フレーズは 「貢と/共に/ ジュディーオング(ong) はギター(g4)を弾く。」=gong4

です。 

贡献  gong4 xian4 <貢献> 

一共  yi2 gong4 <合わせて全部で> 
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次ge4 の漢字は、 各 <各々>、个 <個>の二つです。 

フレーズは 「各 /々 個々は/、腹ペコ(e)だがギター(g4)好き。」=ge4 です。 

各自  ge4 zi4 <各自> 

一个  yi2 ge0 <一個> / 一个半月 yi2 ge0 ban4 yue4 <一ヵ月半> 

“个” はたいてい軽声になります。 

次geng4 の漢字は、 更 <更に>です。 

フレーズは 「更に/ エンジェル(eng) は ギター(g4) に入る。」=geng4 です。 

更加  geng4 jia1 <ますます> 

次gu4 の漢字は、 雇 <雇う>、故 <故意に>、固 <固定する、堅い>、 

顾 <かまう、注意する>の四つです。 

フレーズは 

「雇われて/ 故意に/ 固まりに/注意する/ 踊り(u)は、ギター(g4)で踊る。」=gu4

です。 

雇主  gu4 zhu3 <雇い主> 

故意  gu4 yi4  <わざと、故意に> 

固定  gu4 ding4 <固定する> 

照顾  zhao4 gu4 <面倒を見る> 

次gua4 の漢字は、 挂 <掛ける、吊るす>です。 

フレーズは 「吊るしてあるのは/、蛙(ua) のギター(g4)。」=gua4 です。 

挂钟  gua4 zhong1 <掛け時計> 
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次guo4 の漢字は、 过 <過ぎる>です。 

フレーズは 「過ぎた/日の、我(uo)は、ギター(g4)好き。」=guo4 です。 

过去  guo4 qu4 <以前> 

次guai4 の漢字は、 怪 <かなり、非常に>です。 

フレーズは 「かなり、怪しい/ ギター(g4)が、外(uai)で鳴っている。」=guai4 で

す。 

奇怪 qi2 guai4 <奇妙である、不思議である> 

次guan4 の漢字は、 灌 <注ぐ>、惯 <習慣、慣れる>、罐 <缶>、 

冠 <かんむり>の四つです。 

フレーズは 

「灌漑の/ 習慣は/、缶からの/ かんむりかぶって/ 湾(uan)で、ギター(g4)を弾く。」 

=guan4 です。 

灌溉  guan4 gai4 <灌漑> 

习惯  xi2 guan4 <習慣> 

罐头  guan4 tou0 <食品の缶詰> 

冠军  guan4 jun1 <優勝、第一位> 

次gui4 の漢字は、 贵 <値段が高い>、柜 <たんす、帳場>、跪 <ひざまずく>の三

つです。 

フレーズは 「値段が高い/ たんすに/ ひざまずいて/ ギター(g4)の調べを味わう

(uei)。」=guei4=gui4 です。 

昂贵  ang2 gui4 <値段が非常に高い> 
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衣柜  yi1 gui4 <タンス> 

跪地板  gui4 di4 ban3 <床にひざまずく> 

最後 guang4 の漢字は、 逛 <ぶらぶら歩く>です。 

フレーズは 「ぶらぶら歩いて/ 王様(uang)は、ギター(g4)を見つけた。」=guang4

です。 

逛街  guang4 jie1 <ショッピング> 

g の４声の“フレーズ集”です。 

g の４声の漢字 

g の４声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

g の４声の歌。ギターの歌（オリジナルは さすらいのギター）です。 

音声プレーヤー 

g 全ての声調が一覧できる “All in 表”です。 

Allin g の漢字  

子音が g で発音に注意するのは、 

1, gan と gang の区別。 

2, gen と geng の区別。 

3, gui=guei と発音する。(gui龟1, gui规1, gui归1 ,gui鬼3, gui轨3, gui贵4 ,gui 
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柜4,  

    gui 跪 4) 

4, gun=guen と発音する。( gun 滚3 ) 

でしょう。 

以上で 第７４回目 g の ４声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７５ 

フレーズは 「刊行物は/ 河童(k1)が 按摩(an)屋で読んでいる」=kan1 です。 

刊物  kan1 wu4 <出版物、刊行物> 

次kang1 の漢字は、 康 <康、やすらか>です。 

フレーズは 「家康/ はスバル(ang)に乗って 河童(k1)退治する」=kang1 です。 

健康  jian4 kang1 <健康> 

次kong1 の漢字は、 空 <空っぽ、空中>です。 

フレーズは 「空中で/カッパ(k1)は、ジュディーオング(ong)に飛びついた。」=kong1

です。 

空气  kong1 qi4 <空気> 

次ke1 の漢字は、 科 <科>、颗 <粒状の量詞>の二つです。 

フレーズは 「科学でも/ 腹ペコ(e)な/粒粒/ 河童(k1)を捕らえられない。」=ke1 で

す。 

科学 ke1 xue2 <科学> / 教科书  jiao4 ke1 shu1 <教科書> “教”の１声は 教
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えるという動詞になります。 

颗粒  ke1 li4  <顆粒,つぶ> 

  

次ku1 の漢字は、 哭 <涙を流す、泣く>、枯 <枯れる>の二つです。 

フレーズは 「泣いた涙が/枯れたら/ 河童(k1)の踊り(u)が始まる。」=ku1 です。 

哭泣  ku1 qi4 <しくしく泣く、むせび泣く> 

干枯  gan1 ku1 <干からびる> 

次kua1 の漢字は、 夸 <大げさに言う、ほめる>です。 

フレーズは 「大げさに言うと/、蛙(ua) が河童(k1)になる。」=kua1 です。 

夸张  kua1 zhang1 <大げさに言う> 

次kuan1 の漢字は、 宽 <広い>です。 

フレーズは 「広い/ 湾(uan)には、河童(k1)が出る。」=kuan1 です。 

宽阔  kuan1 kuo4 <広々としている> 

次kui1 の漢字は、 亏 <幸いにも何々である。損をする>です。 

フレーズは 「幸いにも/ 味(uei)はカッパ(k1)には分らない。」=kuei1=kui1 です。 

幸亏  xing4 kui1 <幸いなことに> 

最後 kuang1 の漢字は、 筐 <かご>です。 

フレーズは 「かごを持って/ 王様(uang) は河童(k1)を捕りに行く。」=kuang1 で
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す。 

筐子 kuang1 zi0 < かご > 

  

k の１声の“フレーズ表”です。 

k の１声の漢字 

  

k の１声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

k の１声の歌、カッパの歌です。（オリジナルは三波春夫さんが歌った“雪の渡り鳥”

の歌詞の出だしが “カッパーからげて～” ということで採用させていただきまし

た。） 

音声プレーヤー 

以上で第７５回目 Kの１声は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７６ 

久々の投稿です。毎日暑い日が続いていますね。 

暑さに負けないよう充分汗をかいて体温調節をし、暑さに適応できる体作りを心がけ

ましょう。 
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さて今回は順番から行くと k の２声になりますが、２声は３個だけで、３声は１３

個なので一緒に掲載します。 

k の２声のキーワードは ko で始まる言葉で、なんと！ “肥溜め（コエダメ）”で

す。 

ほとんど死語に近い言葉なので、違う言葉の方がいいですね。 

ko で始まる言葉を募集します。 

取り敢えず今回は”肥溜め”のまま進めます。 

まず、k の２声の最初は ke2 です。 

ke2 の漢字は、 壳 <殻>、咳 <咳>の２個です。 

フレーズは 「カラを食べたら/咳で/腹ペコ(e)肥溜め(k2)に落ちる。」=ke2 です。 

外壳 wai4 ke2 <殻、外殻> 

咳嗽 ke2 sou0 <咳> 

次 kuang2 の漢字は、 狂 <気が狂う>です。 

フレーズは 「気が狂って/ 王様(uang)は、肥溜め(k2)に落ちた。」=kuang2 です。 

发狂 fa1 kuang2 <発狂する> 

これで k の２声は終わりです。 

次は３声です。k の３声のキーワードは、ke で始まる言葉 “警察”です。 

最初はka3 です。 

ka3 の漢字は、 卡 <カード>です。 
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フレーズは 「カード拾った/ おばさん(a)は、警察(k3)に届けた。」=ka3 です。 

信用卡 xin4 yong4 ka3 <クレジットカード> 

次kao3 の漢字は、 考 <試験、テスト、考える>、烤 <焼く>の二つです。 

フレーズは 「考えて/ 焼くと/ オリンピック(ao)で警察(k3)ざたになる。」=kao3

です。 

考虑  kao3 lv4 <考慮> 

北京烤鸭  bei3 jing1 kao3 ya1 <ペキンダック> 

次kou3 の漢字は、 口 <口>です。 

フレーズは 「口べたで/、欧米(ou)の警察(k3)になめられた。」=kou3 です。 

口罩  kou3 zhao4 <マスク> 

次kong3 の漢字は、 恐 <恐ろしい>、孔 <孔子の略称、穴>の二つです。 

フレーズは 「恐ろしい/ 穴に/ 落ちた ジュディーオング(ong)は、警察(k3)が助け

る。」=kong3 です。 

恐怖  kong3 bu4 <恐怖 > 

孔雀  kong3 que4 <孔雀> / 穿孔  chuan1 kong3 <ピアス> 

  

次ke3 の漢字は、 可 <可能>、渴 <喉が渇いている>の二つです。 

フレーズは 「可能だ/、喉が渇いた/ 警察(k3)を腹ペコ(e)にすることは。」=ke3 で

す。 
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可能  ke3 neng2 <かもしれない> 

渴得要命  ke3 de0 yao4 ming4 <喉が渇いてたまらない> 

  

次ken3 の漢字は、 恳 <誠意を持って>、肯 <肯定>の二つです。 

フレーズは 「誠意を持って/、肯定的に/ 恩(en) は警察(k3)に届ける。」=ken3 で

す。 

勤恳  qin2 ken3 <勤勉で誠実である> 

肯定  ken3 ding4 <必ず、きっと、是非> 

次ku3 の漢字は、 苦 <苦い、苦しい>です。 

フレーズは 「苦しい/ 踊り(u)は、警察(k3)が教える。」=ku3 です。 

苦难 ku3 nan4 <苦難> 

次kua3 の漢字は、 垮 <壊れる、ダメにする>です。 

フレーズは 「壊れてダメになった/ 警察(k3)はかえる(ua)」=kua3 です。 

累垮了身体 lei4 kua3 le0 shen1 ti3 <疲れて体を壊す> 

最後 kuan3 の漢字は、 款 <お金、洋服のデザイン>です。 

フレーズは 「洋服のデザインは/、湾(uan) の警察(k3)の服。」=kuan3 です。 

款式 kuan3 shi4 <服装、家具のデザイン> 

k の2 声,3 声の“フレーズ表”です。 

k の２声３声の漢字 
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k の２声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

k の３声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

k の２声の歌は有りません。 

k の３声の歌、警察の歌です。（オリジナルは“肩たたき”） 

音声プレーヤー 

以上で子音かｋの２声と３声の漢字は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７７の a 

77 での内容に間違いが有ったので訂正します。 

”看” の漢字の意味が ”考”の漢字の意味になっていました。 

申し訳ありませんでした。  

今回は k の４声の漢字です。キーワードは ki で始まる言葉で “キリン”です。 

先ず最初は kan4 の漢字です。 

kan4 は、 
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看の意味は <試験、テスト、考える>ではなく <見る、見舞う、診察する>です。 

フレーズは 「見たら/ 按摩屋(an) はキリン(k4)。」=kan4 です。 

看起来 kan4 qi0 lai0 見たところ～のようだ 

次 kao4 の漢字は、 靠 <接近する,寄りかかる depend on>です。 

フレーズは 「接近戦は/、オリンピック(ao) でキリン(k4) が強い。」=kao4 です。 

靠通道  kao4 tong1 dao4 通路側 

次 kou4 の漢字は、 扣 <差し引く、ボタン>です。 

フレーズは 

「ボタンを差し引かれたら/ 欧米で(ou) キリン(k4)は飼えない。」=kou4 です。 

打折扣 da3 zhe2 kou4 割引する 

次 kong4 の漢字は、 空 <空にする>です。 

フレーズは 「空にした/ ジュディーオング(ong) のキリン(k4)ビール。」=kong4

です。 

１声の kong は 名詞的な用法になります。 

次 ke4 の漢字は、 客 <客>、克 <グラム>、刻 <15 分、刻む>、课 <授業>の四

つです。 

フレーズは 

「客は/、1g /１５分の/ 授業で/ 腹ペコ(e) なのでキリン(k4)を食べる。」=ke4 で

す。 

客气  ke4 qi0   遠慮する不客气 
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毫克   hao2 ke4 ミリグラム 

一刻   yi2 ke4 15 分 

上课   shang4 ke4 授業 

次 ku4 の漢字は、 裤 <ズボン>、库 <倉庫>の二つです。 

フレーズは 「ズボンは/、倉庫で/ 踊っている(u) キリン(k4)に穿かせる。」=ku4

です。 

裤子 ku4 zi0 ズボン 

仓库 cang1 ku4 倉庫 

次 kua4 の漢字は、 跨 <またぐ、大きく踏み出す>です。 

フレーズは 

「大きく踏み出したら/、キリン(k4) がカエル(ua)を、踏みつぶした。」=kua4 です。 

跨一步 kua4 yi2 bu4 一歩踏み出す 

 

次 kuo4 の漢字は、 阔 <面積が広い、広さ>、括 <ひっくるめる、括弧でくくる>、 

扩 <広げる>の三つです。 

フレーズは 「広々した/、括弧を/ 広げて/ 、私は(uo) キリン(k4)と一緒。」=kuo4

です。 

宽阔  kuan1 kuo4  広々としている 

包括  bao1 kuo4  含む、含める 

扩军  kuo4 jun1  軍備拡張 
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次 kuai4 の漢字は、 会 <統計する>、筷 <箸>、快 <早い>、块 <塊>の四つです。 

フレーズは 

「会計は/、箸で/ 速やかに/ 固まりを/ 外の(uai) キリン(k4)にあげている。」

=kuai4 です。 

会计  kuai4 ji4  会計 

筷子  kuai4 zi0  箸 

快速食品   kuai4 su4 shi2 pin3  インスタント食品 

冰块   bing1 kuai4   氷 

次kui4 の漢字は、 愧 <恥じる、恥ずかしく思う>です。 

フレーズは 

「恥ずかしいが/、キリン(k4) の味(uei)は まだ知らない。」=kuei4=kui4 です。 

惭愧  can2 kui4 恥ずかしい 

次kun4 の漢字は、 困 <眠い、困る>です。 

フレーズは 

「眠くて困ったら/ 文章(uen) をキリン(k4)に読んでもらう。」=kuen4=kun4 です。 

困难  kun4 nan2(又は0)  困難 

 

最後kuang4 の漢字は、 矿 <鉱石>、眶 <まぶた、目のふち>、况 <状況>、 

旷 <怠ける、だだっ広い>の四つです。 

フレーズは 
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「鉱石が/ 目のふちに くっついた/ 状況は/、怠けた/ 王様が(uang) キリン(k4) に

乗って見に行く。」=kuang4 です。 

金矿  jin1 kuang4 金鉱 

眼眶  yan3 kuang4 目のふち、目の周り 

情况  qing2 kuang4 情況、事情、 / 状况  zhuang4 kuang4 状況 

旷工  kuang4 gong1 無断欠勤する / 无故旷工  wu2 gu4 kuang4 gong1   無断

欠勤 

以上でk の４声は終わりです。 

k の4 声,の “フレーズ表”です。 

k の４声の漢字a 

k の4 声の“読み上げ”前半です。 

音声プレーヤー 

k の4 声の歌、自作曲 “キリン” の歌です。 

音声プレーヤー 

子音がk の 紹介がひとまず終わったので、子音がk のAllin 表を添付します。 

同じピンインでも声調の違いによって意味が異なってしまうので、 

声調を確実に覚えることが大切です。 

Allin k の漢字 
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以上で子音かｋの漢字は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７８ 

ブログの投稿が滞りがちになって来た今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでし

ょうか？ 

順番では、今回は h の1 声の漢字で、キーワードは ha で始まる言葉で “ハンカ

チ”ですが、その前に一つお知らせです。 

従来の“読み上げ”の 新バージョンが完成したので紹介します。 

従来の“読み上げ”は、フレーズを読み上げていただけですが、新バージョンは、フレ

ーズに出て来る漢字の書き方の説明を追加しました。 

これでフレーズに出て来る漢字の書き方も一緒にマスターできます。 

聞き流すだけで、漢字の意味と書き方、ピンイン、声調をまとめて覚えることができ

るようになりました。 

これも、早速学習教材に加える事にします。 

掲載できる容量制限が有るので、 

サンプルとして、p の３声とm の１声を従来の“読み上げ”と並行して掲載します。 

試聴してみて、効果があると感じたら、教材の購入を検討してみてください。 

p の３声の“読み上げ”（従来のVersion） 

音声プレーヤー 

p の３声の“読み上げ、漢字説明有り” 
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音声プレーヤー 

m の１声“読み上げ” （従来のVersion） 

音声プレーヤー 

m の１声“読み上げ、漢字説明有り” 

音声プレーヤー 

漢字の書き方の説明付の方が、学習効果はずい分と高くなっていると思います。 

漢字説明付の読み上げを数回聞けば、同じ発音の漢字と、ピンイン、声調を覚えてし

まいます。 

学習のポイントは、読み上げでキーワードを言った直後に自分で発音をしてみる事で

す。 

自分で声に出してみる事で、記憶がより鮮明になるでしょう。試してみてください。 

但し情報量が多い分、読み上げ時間が長くなってしまうので、ブログへの掲載は、従

来通りのままで、漢字の説明は無いものを掲載していきます。 

さて、それでは今回の課題 h の１声を始めましょう。 

先ず最初は han1 の漢字です。 

han1 の漢字は、 憨 <聡明でない、素直である、実直である>です。 

フレーズは 「実直な/ 按摩は(an)、ハンカチ(h1)で顔を隠す。」=han1 です。 

憨厚 han1 hou0 飾り気がなく誠実である 
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次he1 の漢字は、 喝 <飲む>です。 

フレーズは 「飲みたいよ/ 腹ペコ(e)の時ハンカチ(h1)を。」=he1 です。 

喝茶 he1 cha2 茶を飲む 

次hei1 の漢字は、 黑 <黒>です。 

フレーズは 

「黒服の/ 営業(ei)マンは、ハンカチで(h1)おしゃれする。」=hei1 です。 

黑板 hei1 ban3 黒板 

次hu1 の漢字は、 呼 <息を吐き出す、呼ぶ>、乎 <ほとんど>、 

忽 <突然、思いがけなく>の三つです。 

フレーズは 

「呼ばれたが/、ほとんど/ 突然の/ 踊り(u)は、ハンカチを(h1)振って対応する。」 

=hu1 です。 

深呼吸  shen1 hu1 xi1 深呼吸 

几乎      ji1 hu1 ほとんど＝差不多 ３声の几と区別する 

忽然      hu1 ran2 思いがけなく、突然 =突然 

次hua1 の漢字は、 花 <花、使う、消費する>です。 

フレーズは 「花の中で/ 蛙が(ua) ハンカチを(h1)振っている。」=hua1 です。 

花生   hua1 sheng1 ピーナッツ 
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次huan1 の漢字は、 欢 <喜んで>です。 

フレーズは 「歓迎は/、湾で(uan) ハンカチを(h1)振る。」=huan1 です。 

欢迎  huan1 ying2 歓迎する 

次hui1 の漢字は、 灰 <灰>、挥 <指揮する、めぐらす>の二つです。 

フレーズは 「灰が/ 揮発した/ 味は(uei)、ハンカチを(h1)燃やした味。」 

=huei1=hui1 です。 

灰色   hui1 se4 灰色 

挥发   hui1 fa1 揮発（する） 

次hun1 の漢字は、 婚 <婚約する>です。 

フレーズは 

「婚約の/ 文章は(uen) ハンカチで(h1)消す。」=huen1=hun1 です。 

婚约  hun1 yue1 婚約 

  

最後 huang1 の漢字は、 慌 <慌てる>、荒 <荒れる>の二つです。 

フレーズは 「慌てて/ 荒れている/ 王様を(uang)、ハンカチ(h1) 突っ込み、黙らせ

る。」=huang1 です。 

惊慌   jing1 huang1 驚き慌てる 

荒唐   huang1 tang2 でたらめである 

h の１声,の “フレーズ表”です。 

h の１声漢字 
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h の１声の“読み上げです。 

音声プレーヤー 

h の１声の歌、自作曲 “ハンカチ” の歌です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７９ 

私の投稿したブログを見て下さっている方がいる事を知り、気を取り直して投稿を細

長く継続して行こうと思います。 

前回は、 従来の“読み上げ”の 新バージョンの完成を紹介しましたが、皆さんの感想

はどうなのでしょう？ 

聞き流すだけで、漢字の意味と書き方、ピンイン、声調をまとめて覚えることができ

るので、とても便利だと思うのですが、皆さんの感想をお寄せください。 

さて、今回は ｈの２声になります。キーワードは ho で始まる言葉。 

“ホタル”（蛍）です。 

昔はあちらこちらの小川に蛍がいましたが、今ではすっかりその姿を見なくなりまし

た。 

時代の流れの変化とはいえ寂しいものです。 

オセンチな気分では楽しく学ぶことは出来ないので、前座に一曲聴いてもらいましょ
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う。 

タイトルは “頑張る君にエールを送る” です。 

歌詞は以下の通りです。 

毎日毎日平凡な日が続いている 嫌になっちゃうね 

何かしなくっちゃと思っているけど 全然ちっとも変わらない 

何か趣味を持ちたいが、時間が無いし金もない 

新しい出逢いが欲しいけど チャンスもないし勇気も無い 

このままじゃ このままじゃ 生きてるミイラになっちゃうよ 

  

合コン パソコン スマートフォン 山ほど情報は有りますね 

聞いたり見たりで ちょっと利口になった気分で 上機嫌 

世間の流行 先取りGet それでも未だなお 物足りない 

本当の自分が望んでいる 何かが全然見えてこない 

このままじゃ このままじゃ 生きてる化石になっちゃうよ 

  

高速道路を走る人 高速道路を作る人 

電車で気楽に旅する人 電車の線路を作る人 

誰だって 楽で便利な方が良いに決まってる そうだろう？ 

炎天下で 汗水流すより 空調完備でテレビ観戦 
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行動するのは大変だ 口だけ出すのが全然楽 

毎日毎日平凡な日が続いている 嫌になっちゃうね 

  

未来は今何を選ぶかで変えることができる 

始まりは自分から 自分を信じて踏みだそう 

誰だって最初は初心者 やって見なけりゃわからない 

体験しなくちゃ 始まらない 毎日が冒険だ 

楽しめ苦しい積み重ね 苦労に見合う花が咲く 

  

未来は今何を選ぶかで変えることができる 

体験しなくちゃ 始まらない 毎日が冒険だ 

楽しめ苦しい積み重ね 苦労に見合う花が咲く 

未来は今何を選ぶかで変えることができる 

それでは曲を聴いてみてください。 

音声プレーヤー 
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さて、余興が終わったところで、 h の２声の漢字をマスターしましょう。 

先ず最初は hai2 です。 

hai2 の漢字は、 孩 <子供>、还 <さらに、まだ>の二個です。 

フレーズは 「子供は/ さらに/ 愛(ai) の蛍(h2)。」=hai2 です。 

孩子   hai2 zi0 子供 

还是   hai2 shi4 副詞：相変わらず。副詞：やはり。接続詞：それとも、あるいは 

  

次han2 の漢字は、 含 <含む>、寒 <寒い>の二つです。 

フレーズは 「含む/ 寒い/ 按摩屋(an)での蛍(h2)狩費用。」=han2 です。 

含义  han2 yi4  字句の中に含まれている意味 

寒冷  han2 leng3  寒い 

  

次hao2 の漢字は、 豪 <豪華である>、毫 <ミリメートル>の二つです。 

フレーズは 

「豪邸で/ ミリメートル/ のオリンピック(ao)に蛍(h2)が出場する。」=hao2 です。 

豪宅  hao2 zhai2 豪邸 

毫米  hao2 mi3 ミリメートル 
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次hang2 の漢字は、 杭 <杭州のコウ>、航 <航行する>、 

行 <銀行、商店、商社>の三つです。 

フレーズは 「杭州の/ 航行は/、銀行の/ スバルで(ang) 蛍狩り(h2)に行く。」=hang2

です。 

杭州  hang2 zhou1 杭州 

航空公司  hang2 kong1 gong1 si1 航空会社 

银行  yin2 hang2 銀行 

  

次hou2 の漢字は、 猴 <サル>、喉 <のど>の二つです。 

フレーズは 

「サルは/ 、喉から/ 欧米の(ou) 蛍を(h2) 出すことが出来る。」=hou2 です。 

猴子  hou2 zi0 サル 

喉咙  hou2 long0 のど ＝ 嗓子 sang3 zi0 

  

次hong2 の漢字は、 洪 <洪水>、虹 <虹>、红 <赤い>の三つです。 

フレーズは 

「洪水で/ 虹が/ 赤くなると/ ジュディーオングに(ong)蛍が(h2)、連れそう。」 

=hong2 です。 

洪水  hong2 shui3 洪水 
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彩虹  cai3 hong2 虹 

粉红色  fen3 hong2 se4 ピンク色 

次he2 の漢字は、 荷 <はす>、河 <河>、和 <なごやかである,と一緒に>、合 <

合わせる>、盒 <箱>、核 <突き合せる、核>の六個です。 

フレーズは 

「はすの/ 河で/ 和やかに/ 合ってる/ 箱を/ 付き合わせると/ 腹ペコ(e)蛍が(h2) 

入っている。」=he2 です。 

荷叶  he2 ye4 はすの葉 

黄河  huang2 he2 黄河 

和平  he2 ping2 平和（である）日本語は“平和”、中国語は“和平” 

合同  he2 tong0 (又はtong2)  契約書 

一盒  yi4 he2 一箱 

核对  he2 dui4 照合する、突き合せる 

次hen2 の漢字は、 痕 <痕跡、跡形>です。 

フレーズは 「跡形/ も無い蛍の(h2) 恩(en)返し。」=hen2 です。 

痕迹hen2 ji4 痕跡 

  

次heng2 の漢字は、 横 <横>、衡 <重さを量る>の二個です。 

フレーズは 

「横に飛んで/ 重さを量る/ 、エンジェル(eng) 蛍(h2)。」=heng2 です。 
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人行横道  ren2 xing2 heng2 dao4 横断歩道 

平衡  ping2 heng2 平衡がとれている 

  

次hu2 の漢字は、 湖 <湖>、狐 <きつね>、胡 <ひげ>、 

壶 <ポット、取っ手と口が付いている壷>の四つです。 

フレーズは 「湖で/狐が/ヒゲを 出せば/ ポットの/ 蛍が(h2)踊り(u)だす。」=hu2

です。 

湖南  hu2 nan2 湖南 

狐狸  hu2 li0 きつね 

胡子  hu2 zi0 人間のヒゲ 

咖啡壶  ka1 fei1 hu2 コーヒーポット 

次hua2 の漢字は、 华 <光、輝き、つや>、滑 <滑る>、 

划 <割に合う、舟をこぐ>の三つです。 

フレーズは 

「華僑の人は/、滑っても/割に合うよう/蛙と(ua) 蛍に(h2) /船を漕がせる。」=hua2

です。 

华侨  hua2 qiao2 華僑 / 中华民族  zhong1 hua2 min2 zu2 中華民族 

滑落  hua2 luo4 滑り落ちる 

划算  hua2 suan4 買い得 / 划船  hua2 chuan2 舟をこぐ 
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次huo2 の漢字は、 活 <活力の活>、和 <こねる>の二つです。 

フレーズは 

「活力を/、こね回すと/ 私に(uo) 蛍が(h2)飛んでくる。」=huo2 です。 

活动  huo2 dong4 活動 

和面  huo2 mian4 小麦粉をこねる 

次huai2 の漢字は、 淮 <淮河。（ワイガとは、川の名前）>、徊 <ぶらぶらする、

徘徊する>、怀 <ふところ>の三つです。 

フレーズは 

「ファイハイルーを/ 徘徊すると/、ふところに/ 外から(uai) 蛍が(h2)飛んで来る。」 

=huai2 です。 

淮海路  huai2 hai3 lu4 淮海路（上海の通りの名前） 

徘徊  pai2 huai2 あてもなくぶらぶらする,行ったり来たりする 

怀抱  huai2 bao4 懐に抱く 

次huan2 の漢字は、 环 <環境。輪>、还 <返す、帰る>の二つです。 

フレーズは 

「環境を/ 返せば/ 、湾に(uan) 蛍が(h2)飛んで来る。」=huan2 です。 

环境  huan2 jing4 環境 

还书  huan2 shu1 本を返す 
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次hui2 の漢字は、 回 <回る、帰る>です。 

フレーズは 「回る/ 味(uei) には、蛍も(h2)びっくり。」=huei2=hui2 です。 

回来  hui2 lai0 帰ってくる / 回家  hui2 jia1 家に帰る、家に戻る 

  

次hun2 の漢字は、 浑 <すべて、ばかである>、魂 <魂、霊魂>の二つです。 

フレーズは 

「すべての/ 魂は/、文中で(uen) 蛍の(h2)ように形容される。」=huen2=hun2 で

す。 

浑身  hun2 shen1 全身、体中 

灵魂  ling2 hun2 霊魂、魂 

  

最後huang2 の漢字は、 黄 <黄色,約束がふいになる>、皇 <皇帝>の二つです。フ

レーズは 

「黄色は/、皇/ 帝 王様(uang)が蛍を(h2)集める色。」=huang2 です。 

黄金周  huang2 jin1 zhou1 ゴールデンウイーク / 黄瓜  huang2 gua0 きゅうり 

/             黄河  huang2 he2 黄河 / 黄了  huang2 le0 だめになる 

皇帝  huang2 di4 皇帝 

以上でｈの２声の漢字は終わりです。 
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h の２声の “フレーズ表”です。 

h の２声の漢字 

h の２声の“読み上げです。 

音声プレーヤー 

h の２声の歌、 “蛍” の歌です。 オリジナルは“蛍の光”です。 

音声プレーヤー 

次回は８０回目で、従来の流れからするとダイジェスト版になるわけですが、最近１

回の内容が多いので、ダイジェスト版は止めて、８０回目はｈの３声にします。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８０ 

従来の流れからすると、今回は７１～７９のダイジェスト版となるはずですが、 

前回の予告通り今回は h の３声です。 

h の３声のキーワードは he で始まる言葉で、“屁”です。 

前回は前座が有りましたが今回は前座無しで始めます。 

ｈの3 声の漢字は８個しか有りませんので楽勝です。 

先ず最初はhai3 の漢字です。漢字は、 海 <海>です。 

フレーズは 「海からの/ 愛で(ai)、屁が(h3)、出っ放し。」=hai3 です。 

海水游泳  hai3 shui3 you2 yong3 海水浴 
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次hao3 の漢字は、 好 <良い>です。 

フレーズは 「よい/ オリンピックは(ao)、屁が(h3)出ない。」=hao3 です。 

正好 zheng4 hao3 丁度良い、都合が良い 

次hen3 の漢字は、 很 <たいへん、とても>です。 

フレーズは 「たいへん/ 臭い屁で(h3) 恩返し(en)。」=hen3 です。 

很 hen3 たいへん、とても 

笑得很甜  xiao4 de0 hen3 tian2 笑い方がかわいい 

次hu3 の漢字は、 虎 <虎>です。 

フレーズは 「虎が/ 踊ると(u) 屁を(h3)連発する。」=hu3 です。 

狼吞虎咽  lang2 tun1 hu3 yan4 食べ物をすごい勢いでかきこむ 

  

次huo3 の漢字は、 火 <火>、伙 <グループ、仲間、賄い>の二つです。 

フレーズは 「火は/、仲間と/ 私の(uo) 屁に(h3)点いた。」=huo3 です。 

火锅  huo3 guo1 火なべ（代表的な四川料理です） 

小伙子 xiao3 huo3 zi0 男性の若者 

次hui3 の漢字は、 悔 <後悔の悔、悔いる>です。 

フレーズは 「悔いた/ 味は(uei)、屁の(h3)味。」=huei3=hui3 です。 

后悔也来不及  hou4 hui3 ye3 lai2 bu0 ji2 後悔しても遅い 
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最後 huang3 の漢字は、 谎 <うそ>です。 

フレーズは 

「うそを言うと/ 王様から(uang) 屁を(h3)浴びせられる。」=huang3 です。 

说谎 shuo1 huang3 うそを言う 

  

h の３声の “フレーズ表”です。 

h の３声の漢字 

 

h の３声の“読み上げです。 

音声プレーヤー 

h の３声の歌はオリジナルの “屁” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上でh の３声の漢字は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８１ 

”火”に関連する言葉で h の４声を表現します。今回は子音がh の４声の漢字３３個

をマスターします。キーワードは hi で始まる言葉で、“火” です。 
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最初はhai4 です。 

hai4 の漢字は、 害 <害>です。 

フレーズは 「害だ/愛の(ai) 火は(h4)。」=hai4 です。 

损害  sun3 hai4 損害、損失をこうむらせる 

次han4 の漢字は、 憾 <遺憾である>、汉 <漢民族、男>、汗 <汗>の三つです。 

フレーズは 

「遺憾遺憾/、漢字の/ 汗が/、按摩屋の(an) 火あぶりで(h4)出てしまう。」=han4

です。 

遗憾  yi2 han4 残念である 

汉字  han4 zi4 漢字 

汗衫  han4 shan1 シャツ 

  

次hao4 の漢字は、 好 <好き>、号 <号、番号、日にち>の二つです。 

フレーズは 

「好きな/ 日にちの番号で/、オリンピックに(ao) 火が(h4)入る。」=hao4 です。 

爱好  ai4 hao4 趣味 

号码  hao4 ma3 番号 

次hou4 の漢字は、 后 <後ろの>、厚 <厚い>、候 <気候>の三つです。 

フレーズは 

「後ろの/ 分厚い/ 気候は/、欧米(ou)からの火(h4)のせい。」=hou4 です。 
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后悔  hou4 hui3 後悔 

深情厚谊  shen1 qing2 hou4 yi4 深く厚い思いやり 

气候  qi4 hou4 気候 

次he4 の漢字は、 贺 <祝う、祝賀>、鹤 <鶴（単独では用いない）>、荷 <荷なう、

担ぐ>、赫 <ヘルツ>の四つです。 

フレーズは 「賀正/鶴を/ になって/、周波数回数/ 腹ペコ(e)だ、火あぶり(h4)にし

て食べてしまおう。」=he4 です。 

恭贺新年 gong1 he4 xin1 nian2 明けましておめでとうございます 

仙鹤  xian1 he4 タンチョウ鶴 

电荷  dian4 he4 電荷 

兆赫  zhao4 he4 メガヘルツ 

  

次hen4 の漢字は 、 恨 <恨む、憎む>です。 

フレーズは 「恨みの/ 怨念(en)は、火が(h4)燃えさかっている。」=hen4 です。 

恨不能  hen4 bu0 neng2 出来ることなら～したい（が出来ない） 

  

次hu4 の漢字は、 互 <互いに>、护 <保護する、パスポート>、户 <戸籍、戸口>

の三つです。 

フレーズは 

「お互い/、パスポートの/ 戸籍で/、踊った(u) 火(h4)遊びが発覚。」=hu4 です。 
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互相  hu4 xiang1 お互いに 

护照  hu4 zhao4 パスポート 

户口  hu4 kou3 戸籍 

  

次hua4 の漢字は、 划 <計画する>、化 <化ける>、话 <話す、言う>、画 <描く

>の四つです。 

フレーズは 

「計画された/、化け物の/ 話を/ 画いたら/、蛙の(ua) 火あぶり(h4)だった。」=hua4

です。 

计划 ji4 hua4 計画（する） 

化妆  hua4 zhuang1 化粧 

电话  dian4 hua4 電話 

画儿画  hua4 er04 hua4 絵を描く 

  

次huo4 の漢字は、 获 <獲得する>、货 <貨物の貨>、或 <或いは>、祸 <災い、

不幸>、 

惑 <惑う、迷う>の五つです。 

フレーズは 

「獲得した/ 貨物/ 或いは/ 禍の/ 惑いが/、私を(uo)火あぶり(h4)にする。」=huo4

です。 
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获得  huo4 de2 獲得する 

货物  huo4 wu4 大きな貨物 

或者  huo4 zhe3 あるいは 

祸事  huo4 shi4 災い 

诱惑  you4 huo4 誘惑 

次huai4 の漢字は、 坏 <壊れる、悪い>です。 

フレーズは 「壊れたら/、外で(uai)火で(h4)燃やせ。」=huai4 です。 

弄坏 nong4 huai4 いじって壊す 

  

次huan4 の漢字は、 幻 <実在しない>、患 <患者の患>、换 <取り替える>の三つ

です。 

フレーズは 「SF（幻想の世界）で/、患者の/ 交換は/、湾の(uan)火の(h4)中で行う。」

=huan4 です。 

科幻片  ke1 huan4 pian4 SF 映画 

患者  huan4 zhe3 患者 

交换  jiao1 huan4 交換する 

  

最後 hui4 の漢字は、 汇 <為替>、会 <チャンス,出来る>、惠 <恵み>の三つで

す。 

フレーズは 
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「為替の/ 会議の/ 恵みで/ 火(h4)鍋を味わう(uei)。」=huei4=hui4 です。 

汇率  hui4 lv4 為替レート 

会议  hui4 yi4 会議 

优惠  you1 hui4 特典、特恵（とっけい） 

h の４声の“フレーズ表”です。 

h の４声の漢字 

h の４声の読み上げの頭の部分です。 

音声プレーヤー 

h の４声の歌。“火” の歌です。オリジナルは “たき火” の曲です。 

音声プレーヤー 

h の１声から４声が終わったので、子音がh の Allin 表を見てみましょう。 

Allin h の漢字 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８２ 

今回は j の１声の漢字です。子音 j,q,x,に付く母音は、i 形とv 形です。 

i 形は以下の１０個の母音のパターンが有ります。 
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(1) i 一 (2) ia 歯 (3)ie 夜 (4) in 音 (5) iao 薬 (6) ian 眼 (7) iu 油(8) ing 宝石、石、

桜、英国(9) iang 羊 (10) iong 泳ぎ 

v 形は4 個のパターンが有りますが表記上は、ｖ ではなく u を使います。 

v を使うのは n と l の nv, nve そして lv, lve の４個だけです。 

(1) u 魚 (2) ue 月 (3) un 運動 (4) uan 原っぱ 

音節表を見て確認してみて下さい。 

それでは j の１声の漢字をマスターしましょう。 

キーワードは j＋a で始まる言葉ja で Jazz です。 

漢字の個数は５５個と多いです。 

最初は ji1 です。 

ji1 の漢字は、 饥 <飢える>、鸡 <ニワトリ>、基 <基本の、基になる>、激 <激

しい>、 

击 <撃つ、攻撃する>、机 <機械>、积 <積み重ねる>、几 <ほとんど、何々に近

い>の8 個です。 

フレーズは 「飢えた/ ニワトリの/ 基地は/、激しく/ 撃たれた/ 機械を/積み重ね/,

ほとんど/ 一階の(i) Jazz 喫茶(j1)に有る。」=ji1 です。 

饥寒 ji1 han2 飢えと寒さ 

鸡蛋 ji1 dan4 ニワトリの卵 
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基本 ji1 ben3 基本 

激动 ji1 dong4 感激する 

攻击   gong1 ji1 攻撃する 

机器   ji1 qi4 機械 

积累   ji1 lei3 蓄積する、積み重ねる 

几乎   ji1 hu1 ほとんど＝差不多 ３声の几と区別する 

  

次 jia1 の漢字は、 佳 <りっぱな、美しい、良い>、家 <家>、夹 <挟む、脇に抱

える>、 

枷 <首かせ>、加 <加わる>の５つです。 

フレーズは 

「りっぱな/ 家に/ 挟まれ/、首かせを/ 加えて/ 牙(ia)になるJazz(j1)は変だ。」=jia1

です。 

佳能   jia1 neng2 キャノン 

家庭   jia1 ting2 家庭 

文件夹  wen2 jian4 jia1 ファイル、ホルダー 

挣脱枷锁  zheng4 tuo1 jia1 suo3 束縛から逃れる 

加油   jia1 you2 給油する、ファイトを出す 
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次 jie1 の漢字は、 街 <街>、揭 <掲示する、暴（あば）く>、接 <接する>、阶 <

階段>の４つです。 

フレーズは 「街の/ 掲示板に/ 接するには/、階段で/ 夜(ie) Jazz を聞きながらが良

い。」=jie1 です。 

街上  jie1 shang4 表通り、町 

揭示  jie1 shi4 掲示する 

直接  zhi2 jie1 直接 

阶梯  jie1 ti1 階段、はしご。（比喩）出世コース 

次 jin1 の漢字は、 今 <今>、禁 <耐える、こらえる>、斤 <５００グラムのこと>、 

津 <つば、汗、潤い>、筋 <筋>、金 <金、ゴールド>、巾 <布、きれ>の７つで

す。 

フレーズは 「今なら/ 耐えられる/ 500 グラムの/ 唾と汗で潤った/ 筋/ 金入りの/ 

布から出る/ Jazz(j1) の音(in)。」=jin1 です。 

今天   jin1 tian1 今日 

禁不住   jin1 bu0 zhu4 こらえきれず、思わず 

两斤   liang3 jin1 １ｋｇ / 一斤 yi4 jin1 ５００gr 

津贴   jin1 tie1 給料以外の手当 

抽筋   chou1 jin1 痙攣 

纯金   chun2 jin1 純金 

毛巾  mao2 jin1 タオル 
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次 jiao1 の漢字は、 教 <教える（動詞）>、焦 <焦る>、椒 <ピーマン>、 

浇 <かける、注ぐ>、胶 <のり>、娇 <艶めかしい、甘える>、骄 <傲慢である>、 

交 <交わる>の８個です。 

フレーズは 

「教えてあげよう/、焦って/ ピーマンに/注いだ/ のりは/、なまめかしく/ 傲慢に/ 

交わる/ 薬だ(iao)、Jazz(j1)を聴いて、さらに交わる。」=jiao1 です。 

教给  jiao1 gei3 ～に・・・を教える 

焦急  jiao1 ji2 イライラしている 

青椒  qing1 jiao1 ピーマン 

浇水  jiao1 shui3 水をやる 

胶水  jiao1 shui3 糊 

娇艳  jiao1 yan4 なまめかしい 

骄慢  jiao1 man4 傲慢である。 

交通  jiao1 tong1 交通 

次 jian1 の漢字は、 监 <見張りする、監視する>、肩 <肩>、 

间 <（名詞的用法として、）間 >、奸 <ずるい、みだら>、それから 坚 <堅い>、 

尖 <とがっている>、煎 <油で焼く、煎じる>の７個です。 

フレーズは 2 個有ります。 

「監督は/ 肩の/ 間から/ みだらな/ 目で(ian) Jazz(j1)を見ている。」=jian1 それ

と 

「堅くて/ 尖った/ 目も(ian)、/煎じてしまえば/ Jazz(j1)が見れる。」=jian1 です。 
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监督 jian1 du1 監督する 

肩膀 jian1 bang3 肩 

时间   shi2 jian1 時間 

强奸 qiang2 jian1 強姦する 

坚硬 jian1 ying4 かたい 

尖锐 jian1 rui4 鋭い、とがっている 

煎饺子 jian1 jiao3 zi0 焼きギョーザ 

次 jiu1 の漢字は、 究 <究める>、纠 <是正する、もつれる>の二つです。 

フレーズは 

「研究し/ 是正した/Jazz は(j1)、油(iou)が乗っている。」=jiou1=jiu1 です。 

研究  yan2 jiu1 研究 

纠正  jiu1 zheng4 是正する 

次 jing1 の漢字は、 京 <都、首都>、经 <経る、経済>、惊 <びっくりする,驚く>、 

精 <精力、精液、精製>、晶 <水晶、>、睛 <ひとみ>の６個です。 

フレーズは 「京都の/ 経済で/ 驚いたのは/、精巧な/ 水晶の/ 瞳で/ Jazz(j1)を奏で

る英国人(ing)。」=jing1 です。 

京都  jing1 du1 京都 

经济  jing1 ji4 経済 

惊慌  jing1 huang1 驚き慌てる 

精巧  jing1 qiao3 精巧 
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水晶  shui3 jing1 水晶 

眼睛  yan3 jing1 目 

次 jiang1 の漢字は、 江 <大きな川>、浆 <どろりとした液体>、姜 <生姜>、 

将 <養生する、保養する>の四つです。 

フレーズは 「江戸川で/、どろどろな/ 生姜をもった/ 将軍が/、羊(iang)と一緒に

Jazz(j1) を聞いている。」=jiang1 です。 

江苏  jiang1 su1 江蘇州 

豆浆  dou4 jiang1 豆乳 

姜泥  jiang1 ni2 おろし生姜 

将来  jiang1 lai2 将来 / 将军包   jiang1 jun1 bao1 じゃんけん 

次 ju1 の漢字は、 居 <住む>です。 

フレーズは 

「同居の/ 魚(v)も/ 別居の/ 魚(v) もJazz を聞く。」=jv1=ju1 です。 

同居  tong2 ju1 同居する / 分居  fen1 ju1 別居する 

次 jun1 の漢字は、 军 <軍>、均 <平均、均等>の二つです。 

フレーズは 

「軍隊では/、平均台の上で/ Jazz(j1) 運動(un)をする。」=jun1 です。 

军队 jun1 dui4 軍隊 

平均 ping2 jun1 平均 
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次 juan1 の漢字は、 捐 <寄付する>です。 

フレーズは 「寄付金は/、原っぱで(uan) Jazz(j1)コンサートして集める。」=juan1 

です。 

捐款  juan1 kuan3 金を寄付する、献金する 

  

 j の１声の“フレーズ表”です。 

j の１声の漢字 

j の１声の読み上げの頭の部分です。 

音声プレーヤー 

j の１声の歌。自作の “Jazz” の歌です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８３ 

今回は j の２声の漢字です。 

j の２声のキーワードは j+o=jo で始まる言葉で Joke（冗談）です。 

個数は２１個です。 

最初 ji2 の漢字は、 极 <とても、実に>、急 <急ぐ>、吉 <吉>、级 <等級>、 

集 <集める>、嫉 <嫉妬する、ねたむ>、辑 <集める、文章の集>、即 <即>、 
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及 <間にあう>の９個です。 

フレーズは ２つ有ります。 

「とっても/ 急いで/ 吉の/ 級を/ 集めたら/ 一番(i) 良いJoke(j2)になった。」=ji2

です。 

そしてもう一つのフレーズは 

「嫉妬して/、編集し/、即/ 間に合わせた/ 一番目(i) のJoke(j2)。」=ji2 です。 

极了  ji2 le0 とても、実に 

急事  ji2 shi4 急用 

吉利  ji2 li4 縁起が良い 

高级  gao1 ji2 高級 

集合  ji2 he2 集合 

嫉妒  ji2 du4 嫉妬する、ねたむ 

编辑  bian1 ji2 編集する 

即使  ji2 shi3 ～であっても ＝就是 

来不及  lai2 bu0 ji2 間に合わない 

次 jia2 の漢字は、 颊 <頬>です。 

フレーズは 

「頬に/ 牙(ia) をたてれば、Joke(j2)が飛び出す。」=jia2 です。 

脸颊  lian3 jia2 ほほ 
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次 jie2 の漢字は、 结 <結ぶ>、节 <季節の節>、洁 <純潔である>、睫 <睫毛>

の四つです。 

フレーズは 

「結婚の/ 節目に/ 純潔な/ 睫毛が/ 夜(ie)のJoke(j2)のネタになる。」=jie2 です。 

结婚  jie2 hun1 結婚 

节目  jie2 mu4 プログラム、番組 

纯洁  chun2 jie2 純潔である、汚れの無い 

睫毛  jie2 mao2 睫毛 

次 ju2 の漢字は、 局 <局>、桔 <みかん>、橘 <みかん>の三つです。 

フレーズは 

「局で/ みかんを/ 魚(v)にやるのは、Joke(j2)だよ。」=jv2=ju2 です。 

邮局  you2 ju2 郵便局 

桔子汁  ju2 zi0 zhi1 みかんジュース 

橘子汁  ju2 zi0 zhi1 みかんジュース / 

橘皮果酱  ju2 pi2 guo3 jiang4 ママレード 

最後 jue2 の漢字は、 角 <役、役柄>、绝 <絶つ、極めて>、决 <決める>、 

觉 <思う、感じる>の三つです。 

フレーズは 「役柄は/、絶対/ 決めたら/ 感じてしまう/ 月(ve)でのJoke(j2)。」

=jve=jue です。 

主角  zhu3 jue2 主役 

绝对  jue2 dui4 絶対に、無条件に 
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决定  jue2 ding4 決める 

感觉  gan3 jue2 感覚 

j の２声の“フレーズ表”です。 

j の２声の漢字 

j の２声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

j の２声の歌。自作の “ Joke ” の歌です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８４ 

今回は j の３声の漢字です。 

キーワードは j+e = je で始まる言葉で、空を飛ぶ “Jet 機”です。 

漢字の個数は３４個です。 

それでは早速始めましょう。 

先ず最初は、ji3 からです。 

ji3 の漢字は、 给 <供給する>、几 <幾つ？>、挤 <周りの人、物を押しのける。込

み合う>、己 <自分>の四つです。 

フレーズは 

「供給が/ 幾つも/ 込み合ったら/ 己だけ/ 一人(i) ジェット機(j3)に乗れる。」=ji3
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です。 

供给  gong1 ji3 (gei3) 供給する 

几度  ji3 du4 何度？ 

拥挤  yong1 ji3 込み合う 

自己  zi4 ji3 自分 

次 jia3 の漢字は、 假 <にせもの>、甲 <爪、もっともすぐれた>の二つです。 

フレーズは 

「にせもの/ 爪を/、牙(ia)から作ってジェット機(j3)で運ぶ。」=jia3 です。 

假话  jia3 hua4 うそ 

指甲  zhi3 jia0 手の爪 

次 jie3 の漢字は、 解 <解く、ほどく>、姐 <お姉さん>の二つです。 

フレーズは 

「（帯を）ほどかれた/ 姉さんは/、夜(ie) ジェット機(j3)に引かれた。」=jie3 です。 

了解  liao3 jie3 了解している 

姐姐  jie3 jie0 お姉さん 

次 jin3 の漢字は、 尽 <ありったけ,尽くす>、紧 <緊張するの緊>、 

仅 <ただ、たった、わずか>の三つです。 

フレーズは 

「ありったけ/ 緊張の/音(in)/だけでなく/ Jet 機(j3)の飛ぶ音(in)も有る。」=jin3 で

す。 
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尽管  jin3 guan3 かまわず、遠慮なく 

紧张  jin3 zhang1 緊張 

不仅  bu4 jin3 ～だけでなく =不但） 

次 jiao3 の漢字は、 搅 <邪魔する、かき混ぜる>、饺 <ギョーザ>、角 <角>、 

脚 <足>の三つです。 

フレーズは 

「邪魔されて/ ギョーザの/ 角で/ 足がやけど/、薬(iao)はジェット機(j3)で運ぶ。」 

=jiao3 です。 

打搅 da3 jiao3 邪魔をする 

饺子 jiao3 zi0 ギョーザ 

角度 jiao3 du4 角度 

脚跟 jiao3 gen1 足のかかと 

  

次 jian3 の漢字は、 减 <減る>、剪 <はさみ>、柬 <カード>、捡 <拾う >、 

简 <簡単の簡>、检 <検査>の６個です。 

フレーズは 

「減った/ はさみの/ カードを/ 拾って/ 簡単に/ 検査するには/、眼(ian)をジェット

機(j3)のように、早く動かす。」=jian3 です。 

减肥  jian3 fei2 ダイエット 

剪刀  jian3 dao1 はさみ 
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请柬  qing3 jian3 招待状 

捡拾  jian3 shi2 拾う 

简单  jian3 dan1 簡単 

检查  jian3 cha2 検査 

次 jiu3 の漢字は、 九 <九>、韭 <ニラ>、酒 <酒>、久 <久しい>の四つです。 

フレーズは 

「9 年 寝かした/ ニラ/ ざけは/、久しく/ ジェット機(j3)の油(iou)にする。」 

=jiou3=jiu3 です。 

九  jiu3 

韭菜  jiu3 cai4 にら 

绍兴酒  shao4 xing1 jiu3 紹興酒 

永久  yong3 jiu3 永久に 

次 jing3 の漢字は、 警 <警察>、阱 <落とし穴>、井 <井戸>、景 <景色>の四つ

です。 

フレーズは 

「警察の/、落とし穴/ 井戸の/ 景色は/ 宝石だ(ing)、ジェット機(j3)から見る。」 

=jing3 です。 

警察  jing3 cha2 警察 

陷阱  xian4 jing3 落とし穴、わな 

水井  shui3 jing3 井戸 

景色  jing3 se4 景色 
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次 jiang3 の漢字は、 奖 <ほめる、ほうび>、讲 <講座の講、話>の二つです。 

フレーズは、 

「奨励する/ 講座は/、羊(iang)がジェット機(j3)を発明した話。」=jiang3 です。 

奖金  jiang3 jin1 ボーナス 

讲座  jiang3 zuo4 講座 

次 ju3 の漢字は、 矩 <おきて、決まり、直角定規>、举 <起こす、持ち上げる>の

二つです。 

フレーズは 

「マナーが良いと/ 持ち上げると/、魚(v)もジェット機(j3)に乗る。」=jv3=ju3 で

す。 

规矩 (通常は”矩 ”は軽声） gui1 ju0 マナー 

举手  ju3 shou3 挙手する 

最後 juan3 の漢字は、 卷 <巻く>です。 

フレーズは 「竜巻で/ 原っぱ(uan)にジェット機(j3)が落ちてしまった。」=juan で

す。 

龙卷风 long2 juan3 feng1 竜巻風 

j の３声の“フレーズ表”です。 

j の３声の漢字 

j の３声の読み上げの頭の部分です。 

音声プレーヤー 
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j の３声の歌。“ ジェット機 ” の歌です。オリジナルは“鉄腕アトム”です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８５ 

今回はj の４声の漢字です。キーワードは、j+i =ji で始まる言葉 “Jim” です。 

身体を鍛える為に行く“スポーツジム”のジムです。漢字の個数は６７個です。 

それでは始めましょう。 

最初は ji4 です。ji4 の漢字は、１５個有ります。これを３つのフレーズに分けて覚

えます。 

先ず１番目は 

既 <既に、なになにの上になになにだ、したからには>、际 <実際の際>、技 <技

術>、计 <設計の計>、记 <記録の記、覚える>、寂 <さびしい>、季 <季節の季>

の７個です。 

フレーズは「既に/ 国際/ 技術/ 計画を/ 記録する/ 寂しい/ 季節だ/、Jim(j4)の一

階(i)へ行こう。」=ji4 です。 

既然  ji4 ran2 ～したからには 

国际  guo2 ji4 国際 

技术  ji4 shu4 技術 

计画  ji4 hua4 計画（する） 

记录  ji4 lu4 記録（する） 
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寂寞  ji4 mo4 さみしい 

季节  ji4 jie2 季節 

２番目は 

济 <助ける、救う>、继 <継続する>、纪 <紀念の紀>、寄 <郵送する、すがる>

の４個です。 

フレーズは「経済の/ 継続/ 紀念を/ 郵送しに/ 一階の(i) Jim(j4)に行く。」=ji4 で

す。 

经济  jing1 ji4 経済 

继续  ji4 xu4 継続（する） 

纪念  ji4 nian4 記念する 

寄给  ji4 gei3 ・・・・に郵送で送る 

３番目は 

剂 <薬剤>、系 <結ぶ、締める>、绩 <紡ぐ、功績>、迹 <跡>の４個です。 

フレーズは「薬剤で / 締め上げた/ 功績は/、一階の(i) Jim(j4)/跡に/立てる。」=ji4

です。 

药剂师  yao4 ji4 shi1 薬剤師 

系领带  ji4 ling3 dai4 ネクタイを締める 

功绩  gong1 ji4 功績 

遗迹 yi2 ji4 遺跡 
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次 jia4 の漢字は、 架 <高架、止まり木>、驾 <運転する>、嫁 <嫁、嫁に行く>、 

价 <値段>、假 <暇>の５個です。 

フレーズは 

「高架を/ 運転する/ 嫁の/ 値段は/、暇な/ 歯医者(ia)よりJim(j4)のほうが安い。」

=jia4 です。 

高架  gao1 jia4 高架道路 

驾驶  jia4 shi3 運転する、操縦する 

嫁给  jia4 gei3 結婚する、嫁に行く 

价钱  jia4 qian0 値段 / 价格  jia4 ge2 値段 

假日  jia4 ri4 休日 

次 jie4 の漢字は、 界 <世界の界>、芥 <からし>、借 <借りる>、介 <介在する

>、 

戒 <やめる>の５個です。 

フレーズは 

「世界の/、からしを/ 借りるのに/、介在を/ やめた/ 夜(ie)のJim(j4)。」=jie4 で

す。 

世界  shi4 jie4 世界 

芥末  jie4 mo0 からし粉 / 芥黄  jie4 huang2 からし粉 

借  jie4 借りる 

介绍  jie4 shao4 （人を）紹介する 

戒烟  jie4 yan1 タバコをやめる 
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次 jin4 の漢字は、 劲 <意気、ファイト、加減>、近 <近い>、进 <進む、商品を

仕入れる>、尽 <全て、ことごとく>、禁 <禁止の禁>の５個です。 

フレーズは 

「力強く/ 近くに/ 進むことを/ 全て/ 禁ずるため/、音(in)がJim(j4)内に鳴り渡る。」

=jin4 です。 

劲歌金曲  jin4 ge1 jin1 qu3 ヒット歌謡 

最近  zui4 jin4 最近 

进步  jin4 bu4 進歩 

应有尽有  ying1 you3 jin4 you3 有るべきものは全てそろっている 

禁烟  jin4 yan1 禁煙 

次 jiao4 の漢字は、 叫 <叫ぶ>、觉 <眠り>、较 <比べる>、教 <教え、教育、宗

教>の四つです。 

フレーズは 

「叫んで/ 眠りを/ 比べる/ 教育は/ 、薬(iao)を使ってJim(j4)で行う。」=jiao4 で

す。 

叫不到车  jiao4 bu2 dao4 che1 タクシーがつかまらない 

睡觉  shui4 jiao4 眠る 

比较  bi3 jiao4 比較的、比べる 

教育  jiao4 yu4 教育 

次 jian4 の漢字は、１０個です。 

フレーズは二つに分けて覚えます。 
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先ずは、 健 <健康の健>、建 <建てる>、件 <件数の件>、键 <鍵盤のキー>、见 

<見る>、间 <隔てる、間をおく、（動詞的用法）>、渐 <だんだんに、しだいに>

の７個です。 

フレーズは 

「健康な/ 建物/ 件数を/ キーボードで/ 見ている/ 間に/ 、次第に/ 眼が(ian)疲れ

てjim(j4)に行く。」=jian4 です。 

健康  jian4 kang1 健康 

建筑物  jian4 zhu4 wu4 建物 

件数  jian4 shu4 件数 

键盘  jian4 pan2 キーボード 

再见  zai4 jian4 さよなら 

阴间晴  yin1 jian4 qing2 曇り時々晴れ 

渐渐  jian4 jian4 だんだん、次第に 

２番目は、践 <実践の践>、剑 <剣、つるぎ>、荐 <推薦する>の三つです。 

フレーズは 

「実践できる/剣の/眼を(ian) jim が(j4) /推薦する。」=jian4 です。 

实践  shi2 jian4 実践 

击剑  ji1 jian4 フェンシング 

推荐  tui1 jian4 推薦する 

次 jiu4 の漢字は、 舅 <おじさん>、救 <救う>、就 <就く>、旧 <古い、昔の>

の四つです。 
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フレーズは 「おじさんが/ 救いに/ 就けば/ 旧い/ 油は(iou) Jim(j4)に入らない。」

=jiou4=jiu4 です。 

大舅  da4 jiu4 母の一番上のおじ 

救命  jiu4 ming4 命を救う 

就要  jiu4 yao4 間もなく 

旧书  jiu4 shu1 古本 

次 jing4 の漢字は、 静 <静か>、净 <きれいな,なになにだけ、ばっかり>、境 <

境>、 

竞 <競う、争う>、竟 <こともあろうに、なんと>、镜 <鏡>、敬 <敬う>の７個

です。 

フレーズは 

「静かで/、きれいな/ 境の/ 争いは/ 、なんと事も有ろうに/ 鏡を/ 敬う/ 英国(ing) 

のJim(j4)で行う。」=jing4 です。 

安静  an1 jing4 静か、穏やか 

干净  gan1 jing4 清潔 

环境  huan2 jing4 環境 

竞争  jing4 zheng1 競争 

竟然  jing4 ran2 こともあろうに、予想外、なんと！ 

镜子  jing4 zi0 鏡 

敬重  jing4 zhong4 尊敬する / 尊敬  zun1 jing4 尊敬する 
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次 jiang4 の漢字は、 酱 <味噌>、降 <落ちる、下がる>の二つです。 

フレーズは 「味噌が/ 降ったら/ 羊が(iang) Jim(j4)で食う。」=jiang4 です。 

辣酱  la4 jiang4 唐辛子味噌 / 酱油  jiang4 you2 醤油 

降雪  jiang4 xue3 雪が降る 

次 ju4 の漢字は、９個在ります。二つのフレーズに分けて覚えます。 

最初は、 巨 <巨大である>、句 <句、センテンス、終止符>、距 <距離の距>、 

据 <なになにによって>、惧 <恐れる、怖がる>の５個です。 

フレーズは、 

「巨大な/ センテンスの/ 距離に/ よって/ 、恐れる/ 魚が(v) Jim(j4)に居る。」

=jv4=ju4 です。 

巨大  ju4 da4 巨大である 

句子  ju4 zi0 文、センテンス / 语句  yu3 ju4 語句、文、センテンス 

距离  ju4 li2 距離 

根据  gen1 ju4 ～によると 

畏惧  wei4 ju4 恐れる，怖がる 

もう一つは、 

剧 <劇、芝居>、具 <備える,器具>、聚 <集まる、集める>、 

拒 <拒む、刃向かう>の４個です。 

フレーズは 

「芝居の/ 道具を/ 集めるのを/ 、拒む/ 魚が(v) Jim(j4)に来る。」=jv4=ju4 です。 

京剧  jing1 ju4 京劇 / 戏剧  xi4 ju4 芝居、演劇 

家具  jia1 ju0 家具 
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聚会  ju4 hui4 集まり 

拒绝  ju4 jue2 拒絶する、断る 

次 jun4 の漢字は、 俊 <さわやかで賢い>です。 

フレーズは 

「さわやかで賢い人/ (俊幸さん）は、Jim(j4)で運動している。」=jvn4=jun4 です。 

英俊 ying1 jun4 (男が)才能が有りハンサムな事。 

以上でｊの４声は終わりです。 

j の４声の“フレーズ表”です。 

j の４声の漢字 

j の４声の読み上げの頭の部分です。 

音声プレーヤー 

ｊの４声の”ジムの歌”です。オリジナルは”山寺の和尚さん”です。 

音声プレーヤー 

 

ｊに１声から４声までが終わったので、子音ｊをまとめた”All in 表”です。 

Allin j の漢字 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８６ 

さて、今回からは 子音が q の漢字です。 

キーワードは １声が quartz （ｸｵｰﾂ）・・・水晶、水晶時計 

２声が quote(見積もり）、３声がqueen（クイーン）・・・女王様 

４声がquite（ｷｭｰﾄ）・・・キュートな笑顔（実はキュートはcute というスペルです

が、私が間違えてquite としてしまいました。後の祭りだったのでそのまま quite を

キュートとしています。）という qu の後に a,o,e,i  が付く言葉で作られていま

す。 

これは、k や ch と混同しないよう、q で始まる英単語から選択したので、 

１声はqu+a,２声はqu+o,３声はqu+e, ４声はqu+i という構成になりました。 

さてそれでは q の１声です。漢字の個数は２７個です。 

先ず qi1 の漢字は、 七 <七>、期 <期間>、沏 <熱湯をかける>、欺 <いじめる

>、 

戚 <親戚>、妻 <妻>の６個です。 

フレーズは 

「七日の/ 期間 /、熱湯をかけ/、 いじめた/ 親戚の/ 妻に/ 一つ(i)クオーツ時計(q1)

を買ってやる。」=qi1 です。 

七  qi1 七 

期间 qi1 jian1 期間 
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沏茶  qi1 cha2 お茶を入れる 

欺负  qi1 fu0 いじめる 

亲戚  qin1 qi1 親戚 

妻子  qi1 zi0 妻 

次 qie1 の漢字は、 切 <切る>です。 

フレーズは 

「切腹する/ 夜は(ie)、クオーツ時計(q1)で正確に計る。」=qie1 です。 

切菜板  qie1 cai4 ban3 まな板 

次 qin1 の漢字は、 侵 <侵入する、侵す>、亲 <親愛なる>の二つです。 

フレーズは 

「侵入されても/、親愛なる/ 音は(in)、クオーツ時計(q1)なら出る。」=qin1 です。 

侵入  qin1 ru4 侵入する、（有害なものが）入り込む 

亲爱  qin1 ai4 親愛なる 

次qiao1 の漢字は、 跷 <つま先で立つ>、敲 <たたいて音をたてる>の二つです。 

フレーズは 

「つま先立ちで/ ドアをノックする/ と薬が(iao)クオーツ時計(q1)から出てくる。」

=qiao1 です。 

跷跷板  qiao1 qiao1 ban3 シーソー 

敲门  qiao1 men2 門を叩く 
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次qian1 の漢字は、 牵 <ヒト、家畜を引く,朝顔>、铅 <鉛>、谦 <謙虚である、

遠慮深い>、千 <千>、签 <署名する>の５個です。 

フレーズは 

「アサガオ/ 鉛筆で/、謙虚に/,千回/  署名する/とき、眼は(ian)クオーツ時計(q1)

を見ている。」=qian1 です。 

牵牛花  qian1 niu2 hua1 あさがお / 牵着手  qian1 zhe0 shou3 手をつなぐ 

铅笔  qian1 bi3 鉛筆 

谦虚  qian1 xu1 謙虚である 

一千块  yi1 qian1 kuai4 千元 

签字  qian1 zi4 サインをする / 签上名字  qian1 shang4 ming2 zi0 サインをする 

次qiu1 の漢字は、 秋 <秋>、丘 <丘>の二つです。 

フレーズは 

「秋の/ 丘で/ 油を(iou) クオーツ時計(q1)にやる。」=qiou1=qiu1 です。 

秋天   qiu1 tian1 秋 

土丘   tu3 qiu1 砂丘 

次qing1 の漢字は、 清 <清い>、青 <青い>、轻 <軽い、若い>、倾 <傾く>の四

つです。 

フレーズは 

「清く/、青く/、軽い/ 傾向の/ 宝石を(ing) クオーツ(q1)に組み込む。」=qing1

です。 

清楚   qing1 chu0 明らかである 
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青椒   qing1 jiao1 ピーマン 

轻松   qing1 song1 リラックスする 

倾向   qing1 xiang4 賛成、傾向 

次qiang1 の漢字は、 腔 <体内の空洞部、調子、アクセント>です。 

フレーズは 

「京劇の節回しができる/ 羊は(iang)、クオーツ時計(q1)をしている。」=qiang1 で

す。 

腔调  qiang1 diao4 京劇などの節回し / 唱腔  chang4 qiang1 京劇の節回し 

次qu1 の漢字は、 区 <区域の区>、趋 <向かう、赴く>の二つです。 

フレーズは 「区域内に/ 向かう/ 魚は(v)、クオーツ時計(q1)をしてる。」=qv1=qu1

です。 

吸烟区  xi1 yan1 qu1 喫煙所 

趋势  qu1 shi4 形勢、動向 

次que1 の漢字は、 缺 <欠く、足りない>です。 

フレーズは 

「欠けていく/ 月は(ve)、クオーツ時計(q1)で計る。」=qve1=que1 です。 

缺少经验  que1 shao3 jing1 yan4 経験不足 

次quan1 の漢字は、 圈 <圏、範囲>です。 

フレーズは 
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「圏内なら/ 原っぱ(ven)でもクオーツ(q1)は動ける。」=qvan1=quan1 です。 

圈内quan1 nei4 圏内 

以上でq の１声は終わりです。 

q の１声の“フレーズ表”です。 

q の１声の漢字 

q の１声の読み上げの頭の部分です。 

音声プレーヤー 

q の１声のオリジナル曲 ”クオーツ“の歌です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８７ 

さて今回はｑの２声の漢字ですが、その前に余興を一つ。 

もともとは誕生歌として作った曲の一つですが、 

歌詞の部分を楽器に演奏させてお贈りします。 

歌の歌詞を勝手に想像してみてください。 

音声プレーヤー 

余興が終わったところで、早速始めましょう。 
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ｑの２声のキーワードは qu+o=quo で始まる英単語の quote （見積もり）です。 

quote には色々な意味が有りますが、“見積もり“ という意味をキーワードとして使

います。漢字の個数は３０個です。 

先ず最初は qi2 です。 

qi2 の漢字は、 其 <彼ら、それら>、奇 <珍しい、意外である>、旗 <旗>、 

齐 <そろっている>、骑 <またがる>の５個です。 

フレーズは 

「其の他の/ 奇妙な/ 旗が/ 揃ったので/、またいで/ 一式(i) 見積る(q2)。」=qi2 で

す。 

其他  qi2 ta1 その他 

奇怪   qi2 guai4 奇妙である、不思議である 

举白旗   ju3 bai2 qi2 白旗を揚げる、降参する /  旗袍 qi2 pao2 チャイナドレス 

整齐   zheng3 qi2 整然としている、きちんとしている 

骑自行车   qi2 zi4 xing2 che1 自転車に乗る 

次 qie2 の漢字は、 茄 <野菜のなす>です。 

フレーズは 「ナスは/、夜のうちに(ie) 見積もっておく(q2)。」=qie2 です。 

茄子  qie2 zi0 なす /  番茄  fan1 qie2 トマト 

  

次 qin2 の漢字は、 芹 <芹>、勤 <仕事に励む、勤勉>、 

琴 <楽器の琴>の三つです。 
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フレーズは 

「芹洋子の/ 勤務は/、琴を/ 音で(in)見積もること(q2)。」=qin2 です。 

欧芹 ou1 qin2 パセリ / 西芹 xi1 qin2 セロリ / 水芹 shui3 qin2 芹 / 洋芹菜 

yang2 qin2 cai4 セロリ 

勤奋 qin2 fen4 発奮努力する、勤勉である 

小提琴 xiao3 ti2 qin2 バイオリン /  钢琴 gang1 qin2 ピアノ 

次 qiao2 の漢字は、 憔 <やつれる、憔悴する>、荞 <蕎麦 おそば>、桥 <橋>、 

瞧 <見る（口語）>の四つです。 

フレーズは 

「憔悴は/、そば/ 橋から/ 見る/ 薬で(iao)見積もる(q2)。」=qiao2 です。 

憔悴 qiao2 cui4 憔悴する、やつれる 

荞麦 qiao2 mai4 そば 

吊桥 diao4 qiao2 つり橋 

瞧一瞧 qiao2 yi4 qiao2 ちょっと目を通す 

次 qian2 の漢字は、 潜 <もぐる>、前 <前>、钱 <お金、代金>の三つです。 

フレーズは 「潜水し/ 目の(ian) 前の/ 銭を/見積もる(q2)。」=qian2 です。 

潜泳  qian2 yong3 潜水 

以前  yi3 qian2 以前 

零钱  ling2 qian2 小銭 

次 qiu2 の漢字は、 囚 <囚人>、求 <求める>、球 <球、ボール>の三つです。 

フレーズは 
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「囚人が/、求める/ 球は/、油のすべりで(iou)見積もってみる(q2)。」=qiou2=qiu2

です。 

死囚 si3 qiu2 死刑囚 

要求  yao1 qiu2 要求  この場合の“要”は一声の声調 

网球  wang3 qiu2 テニス  / 地球  di4 qiu2 地球 

次 qing2 の漢字は、 晴 <晴れ>、情 <事情の情、情け>の二つです。 

フレーズは 

「晴れた日の/、情けは/、宝石の(ing)見積もり(q2)額で判る。」=qing2 です。 

晴天  qing2 tian1 晴天、晴れ 

心情  xin1 qing2 気持ち /  感情  gan3 qing2 感情 

次 qiang2 の漢字は、 墙 <壁、へい>、强 <強い>の二つです。 

フレーズは 

「壁より/ 強い/ 羊は(iang)、見積もり(q2)に出される。」=qiang2 です。 

墙纸  qiang2 zhi3 壁紙 

强风  qiang2 feng1 強風 

次 qiong2 の漢字は、 穷 <貧しい、貧乏>です。 

フレーズは 

「貧乏で/ 泳ぐための(iong)見積もり(q2)が出来ない。」=qiong2 です。 

贫穷  pin2 qiong2 貧乏、貧困 



 125 / 264 
 

次 qun2 の漢字は、 裙 <スカート>、群 <群れ>の二つです。 

フレーズは 

「スカートが/ 群れて/ 運動すると(vn) 体型が見積もれる(q2)。」=qvn2=qun2 で

す。 

裙子 qun2 zi0 スカート 

群策群力 qun2 ce4 qun2 ﾁｭｲﾝ li4 皆で知恵を出して力を合わせる 

最後 quan2 の漢字は、 拳 <げんこつ>、泉 <泉>、全 <全部、すべて>、 

权 <権利>の四つです。 

フレーズは 

「げんこつで/,泉/ 全部の/ 権利を/ 、原っぱで(van)見積もらせる(q2)。」

=qvan2=quan2 です。 

太极拳  tai4 ji2 quan2 太極拳 

喷泉  pen1 quan2 噴水 

全部  quan2 bu4 全部 

权利  quan2 li4 権利 

以上でｑの２声は終わりです。 

q の２声の“フレーズ表”です。 

q の２声の漢字 

q の２声の読み上げの頭の部分です。 

音声プレーヤー 
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q の２声のオリジナル曲 ”quote 見積もり“の歌です。 

音声プレーヤー 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８８ 

さて今回はｑの３声の漢字ですが、その前にまたまた余興を一つ。 

これも、もともとは誕生歌として作った曲の一つですが、 

歌詞の部分を Sax に演奏させています。 

歌の歌詞を想像してみてください。 

音声プレーヤー 

ｑの３声の漢字を始めましょう。 

キーワードは qu+e=que で始まる英単語でqueen （女王様）です。 

漢字の個数は１４個です。 

最初は qi3 です。 

qi3 の漢字は、 乞 <乞い求める、頼み込む>、企 <企てる、企画する>、 

起 <起きる>、启 <開ける、始める>の四つです。 

フレーズは 

「乞食が/ 企てた/、起きたら/バツ一(i)の queen(q3)と一緒の事件。」 

=qi3 です。 

（このフレーズでは 起と启 をほぼ同じ意味としてとらえています。） 
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乞求  qi3 qiu2 乞い求める、頼み込む 

企业  qi3 ye4 企業 

起床  qi3 chuang2 起床する 

启动  qi3 dong4 起動する 

次 qie3 の漢字は、 且 <しかも、ひとまず>です。 

フレーズは 

「しかもひとまず/、夜は(ie) qeen(q3)と一緒に過ごす。」=qie3 です。 

而且 er2 qie3 その上、そして / 并且 bing4 qie3 =而且 しかも / 

暂且 zan4 qie3 ひとまず、 

次 qin3 の漢字は、 寝 <寝る>です。 

フレーズは 「寝た/ 音で(in) queen(q3)かどうか判る。」=qin3 です。 

就寝 jiu4 qin3 床に着く 

次 qiao3 の漢字は、 悄 <声をひそめる、音を立てないようにする>、 

巧 <丁度うまい、巧み>の二つです。 

フレーズは 

「声をひそめ、音を立てない様/ 巧妙に/ 薬で(iao)queen(q3)を毒殺する。」=qiao3

です。 

悄声细语 qiao3 sheng1 xi4 yu3 ひそひそ話す 

巧妙  qiao3 miao4 巧妙である 
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次 qian3 の漢字は、 浅 <浅い>です。 

フレーズは 「浅はかな/ 目つきで(ian) queen(q3)を誘う。」=qian3 です。 

浅色 qian3 se4 明るい色 

次 qing3 の漢字は、 请 <どうぞ>です。 

フレーズは 「お願い/ 、宝石を(ing) queen(q3)からもらって」=qing3 です。 

请原谅 qing3 yuan2 liang4 許してください 

次 qiang3 の漢字は、 抢 <急いで何々する>、强 <無理やり>です。 

フレーズは 

「急いで/、無理やり/、羊は(iang) queen(q3)に食われる。」=qing3 です。 

抢时间 qiang3 shi2 jian1 一刻を争う、時間を急ぐ 

勉强  mian3 qiang3 無理やり 

最後 qu3 の漢字は、 曲 <曲>、取 <取る、受け取る>の二つです。 

フレーズは 

「曲を/ 取り上げた/ queen(q3)は、魚に(v)歌わせる。」=qv3=qu3 です。 

歌曲  ge1 qu3 歌曲 

取出  qu3 chu1 取り出す 

以上でｑの３声は終わりです。 

q の３声の“フレーズ表”です。 

q の３声の漢字 
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q の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

q の３声のオリジナル曲 ”queen クイーン“の歌です。 

音声プレーヤー 

次回はｑの４声の予定です。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８９ 

今回はｑの４声の漢字です。 

キーワードは qu+i=qui で始まる英単語でquite （キュート）です。 

活発でかわいい、愛らしいのキュートは 後で調べたらcute でしたが、 

間違えてキュートの綴りをquite としてしまいました。 

quite を調べてみたら、読み方は クワイトで、意味は ほとんど、完全、なかなか、

まあまあ等 とんだ間違いをしでかしてしまいましたが、初志貫徹でｑの４声のキー

ワードはキュートです。 

漢字の個数は１９個です。 

始める前にまたまた前座を一つ。これも誕生歌として作った曲です。 

歌の代わりにトランペットとクラリネットが二重奏します。 

音声プレーヤー 
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さてさて、ｑの４声の最初は qi4 の漢字です。 

qi4 の漢字は 泣 <涙、すすり泣く>、气 <空気の気>、器 <器>、汽 <自動車の

汽>、 

弃 <捨てる、放棄する>の５個です。 

フレーズは 「泣いた/ 空気は/、器に入れて/、汽車で/ 一番(i)キュート(q4)に/捨て

る。」=qi4 です。 

哭泣  ku1 qi4 しくしく泣く、むせび泣く 

空气  kong1 qi4 空気 

乐器  yue4 qi4 楽器 

汽车  qi4 che1 自動車 

放弃  fang4 qi4 放棄する、断念する 

次 qia4 の漢字は、 洽 <相談する、交渉する>、恰 <丁度良い、程よい>の二つで

す。 

フレーズは 「商談の時/、うまい具合に/ 出っ歯が(ia)キュートに(q4)見える。」=qia4

です。 

洽谈  qia4 tan2 商売の面談、商談 

恰好  qia4 hao3 ちょうど良く一致する（数量、時間、広さ） 

  

次 qie4 の漢字は、 切 <ぴったりする、親しい>です。 

フレーズは 
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「親切にピッタリする/ 夜は(ie)、キュート(q4)になるね。」=qie4 です。 

亲切 qin1 qie4 親切である、親しみが有る 

次 qiao4 の漢字は、 俏 <しゃれている、売れ行きが良い>です。 

フレーズは 

「良く売れるおしゃれな/ 薬で(iao)キュート(q4)になる。」=qiao4 です。 

俏货  qiao4 huo4 人気商品、よく売れる商品 / 俊俏  jun4 qiao4 器量が良い 

次 qian4 の漢字は、 欠 <あくび>、歉 <人にすまない>の二つです。 

フレーズは 「あくびをして/、ひとにすまない/ 眼は(ian)、とってもキュート(q4)。」

=qian4 です。 

呵欠  he1 qian4 あくび 

抱歉  bao4 qian4 ごめんなさい。すまなく思う 

次 qing4 の漢字は、 庆 <祝う、慶賀する>です。 

フレーズは 

「お祝い事には/、宝石で(ing)キュート(q4)に着飾る。」=qing4 です。 

喜庆  xi3 qing4 お祝い、喜び事 

次 qu4 の漢字は、 去 <去る>、趣 <趣（おもむき）、趣味のシュ>の二つです。 

フレーズは 

「去っていく/ 趣は/、魚の(v)キュート(q4)な顔。」=qv4=qu4 です。 

出去  chu1 qu4 出掛ける 

有趣  you3 qu4 面白い 
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次 que4 の漢字は、 却 <なくなる、なくす,しかしBut>、确 <確かである>、雀 <

すずめ>の三つです。 

フレーズは 「Ｂｕｔ/ 確かに！/ すずめが/ 却下した/ 月は(ve)キュート(q4)でな

い。」=qve4=que4 です。 

却之不恭  que4 zhi1 bu4 gong1 人の好意を辞退するのは失礼である 

确认 que4 ren4 確認する 

麻雀  ma2 que4 すずめ 

最後 quan4 の漢字は、 劝 <勧告する、勧める>、券 <券>の二つです。 

フレーズは 「勧められた/ 券で/ 原っぱを(van) キュート(q4)に回る。」 

=qvan4=quan4 です。 

劝告 quan4 gao4 勧告する、忠告する 

优惠券 you1 hui4 quan4 割引券 

以上でｑの４声は終わりです。 

q の４声の“フレーズ表”です。 

q の４声の漢字 

q の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 
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q の４声の“キュート”の歌です。オリジナルは ”靴が鳴る“です。 

靴を履いて飛び回ると、キューキューと 音がするのでキュートです。 

音声プレーヤー 

ｑの１声から４声まで終わったので、子音がｑの “All in 表”です。 

これを見て声調を間違えると、どんな意味になるのかも見て下さい。 

Allin q の漢字 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９０ 

第８６回、８７回、８８回、８９回は 子音がq の漢字の１声から４声までを学習し

てきました。 

子音がq の通常使われている漢字で、声調が１種類しかないピンインの漢字は 

qia4 “洽、恰” 「商談の時/、うまい具合に/出っ歯が(ia)キュート(q4)に見える。」

=qia4 

と 

qiong2 “穷” 「貧乏で/泳ぐための(iong) 見積もり(q2)が出来ない。」=qiong2 

と 

qun2 “裙。群” 「スカートが/ 群れて/運動(yun)すると体型が見積もれる(q2)。」

=qun2 

の３種類で、簡単に覚えられますが、声調が２種類、３種類、４種類有る漢字の声調

を区別して覚えるのはかなりの努力が必要です。 
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本ブログはこの努力を最小限にして結果は最大限の成果を生むように考案したもので

す。 

子音がq の漢字で声調が２種類有る例は、qiu です。(iu=iou=油)これを明確に区別

して覚えるのに 

「秋の/丘で/油をクオーツ時計(q1)にやる。」と 

「囚人が/、求める/球は/、油のすべりで見積もってみる(q2)。」 

のフレーズで “秋、丘、囚、求、球 ”の漢字の声調はを間違いなく覚えられます。 

子音がq の漢字で声調が3 種類有る例は、qu です（u=v=魚）。 

「区域内に/向かう/魚は、クオーツ時計(q1)をしてる。」と 

「曲を/取り上げた/Queen(q3)は、魚に歌わせる。」と 

「去っていく/趣は/、魚のキュート(q4)な顔。」 

この３つのフレーズから、 “区、趋、曲、取、去、趣 “の漢字の声調の違いは簡単に

覚えられる訳です。 

更に声調が４種類も有る例は qi です。(i=一イチ) 

「七日の/期間/、熱湯をかけ/、いじめた/親戚の/妻に/ 一つクオーツ時計(q1)を買っ

てやる。」と 

「其の他の/、奇妙な/ 旗が/ 揃ったので/、またいで/、一式見積る(q2)。」と 

「乞食が/ 企てた/ 、起きたら/ バツ一のＱｕｅｅｎ(q3)と一緒の事件。」と 

「泣いた/ 空気は/、器に入れて/、汽車で/一番キュートに(q4)/捨てる。」 
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この４つのフレーズで、”七、期、沏、欺、戚、妻、其、奇、旗、齐、骑、乞、企、起、

启、泣、气、器、汽、弃 ” ２０個の漢字の声調とピンインが間違いなく簡単に覚え

られる訳です。 

日本の漢字と中国の漢字で相関が解るものは簡単に漢字が判りますが、日本でなじみ

の少ない中国の漢字を覚えるのはこれまた一つの課題になります。 

例えば“熱湯をかける”という意味の “沏”はフレーズからでは、漢字が連想できませ

ん。 

この課題に対しては、第７８回で紹介した“読み上げの新バージョン”を利用してもら

うと解決できるので活用して戴きたいと思います。 

以上少し長くなりましたが、フレーズによる覚え方のメリットの宣伝をしました。 

さて今回は x の１声の漢字です。キーワードは、クリスマスです。 

漢字の個数は４４個です。 

x の１声の最初は、xi1 です。 

xi1 の漢字は、 析 <分析する>、牺 <いけにえ>、悉 <全て、全部>、西 <西>、

息 <息>、吸 <吸う>、希 <望む、願う、まれである>、惜 <惜しむ>、夕 <夕方

>、稀 <まれに、水分が多い>、膝 <膝>の１１個です。これを一つのフレーズで覚

えます。 

フレーズは 

「分析では/、いけにえは/、全部/ 西から/ 息を/ 吸うのが/ 希望だが/、惜しいよ/ 

クリスマスの時(x1)、夕方/ 稀に/、膝から/ 一回だけ(i) /吸える。」=xi1 です。 

分析  fen1 xi1 分析 
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牺牲  xi1 sheng1 いけにえ 

熟悉  shu2 xi1 熟知する / 悉力   xi1 li4 全力を尽くす 

西方人  xi1 fang1 ren2 西洋人 

信息  xin4 xi1 消息、便り、情報 / 休息  xiu1 xi0 休息 

呼吸  hu1 xi1 呼吸 

希望  xi1 wang4 希望 

可惜  ke3 xi1 残念だ 

除夕  chu2 xi1 除夜、大晦日 

稀薄   xi1 bo2 希薄である、薄い 

膝盖  xi1 gai4 ひざ 

次 xia1 の漢字は、 虾 <えび>です。 

フレーズは 「海老の/ 歯は(ia) クリスマス(x1)の時食べる。」=xia1 です。 

明虾ming2 xia1 車海老 

  

次 xie1 の漢字は、 些 <いくつか>、歇 <休む>の二つです。 

フレーズは 

「いくつかの/ 休んだ/ 夜は(ie)、クリスマス(x1)に過ごした。」=xie1 です。 

一些  yi4 xie1 いくつかの、少し（否定文には用いない） 

坐下来歇歇  zuo4 xia4 lai2 xie1 xie1 座って休む 
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次 xin1 の漢字は、 心 <心>、新 <新しい>、辛 <辛い、苦心する>、 

馨 <遠くまで漂う良い香り>、欣 <喜ぶ、うれしい>の５個です。 

フレーズは 「心が/ 新しければ/ つらくても/、漂ってくる/ うれしい/ 音(in)は、 

クリスマスソング(x1)。」=xin1 です。 

心情  xin1 qing2 気持ち 

新鲜  xin1 xian1 新鮮 

辛苦  xin1 ku3 ご苦労様、苦労する 

温馨  wen1 xin1 暖かで良い香りがする,気候や心遣いが温かい 

欣赏  xin1 shang3 鑑賞する、気に入る 

次 xiao1 の漢字は、 宵 <宵>、销 <売る、売り出す>、削 <削る、カットする>、 

消 <消える>の四つです。 

フレーズは「宵に/ 売れる/、削れば/ 消える/ 薬(iao)は、クリスマス(x1)の限定品。」

=xiao1 です。 

元宵节  yuan2 xiao1 jie2 春節の15 日目 

畅销  chang4 xiao1 良く売れる 

削球  xiao1 qiu2 カットボール 

取消  qu3 xiao1 取り消す 

次 xian1 の 漢字は、 仙 <仙人>、先 <先>、鲜 <鮮やか>の三つです。 

フレーズは 

「仙人は/、先に/ 鮮やかな/ 目で(ian)クリスマス(x1)を楽しんでいる。」=xian1 で

す。 
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仙人  xian1 ren2 仙人 / 仙鹤  xian1 he4 タンチョウ鶴 

首先  shou3 xian1 最初に、真っ先に / 预先  yu4 xian1 予め、先ず 

新鲜  xin1 xian1 新鮮 

次 xiu1 の漢字は、 羞 <恥ずかしがる>、修 <修理する>、休 <休む>の三つです。 

フレーズは 「恥ずかしいが/ 修理は/ 休もう/、油は(iou)クリスマス(x1)には不要だ。」

=xiou1=xiu1 です。 

害羞  hai4 xiu1 恥ずかしがる 

修理  xiu1 li3 修理 

休息  xiu1 xi0 休息 

次 xing1 の漢字は、 兴 <興す、興じる（動詞）>、星 <星>の二つです。 

フレーズは 「高ぶる/ 星は/ 宝石(ing)だクリスマス(x1)の時が最高。」=xing1 です。 

兴奋 xing1 fen4 興奮する / 绍兴酒 shao4 xing1 jiu3 紹興酒 

”兴” は４声も有って ”興味、面白み（名詞）”の意味です。 

星期 xing1 qi1 週、曜日 / 星巴克 xing1 ba1 ke0 スターバックス 

  

次 xiang1 の漢字は、 相 <互いに。>、箱 <箱>、乡 <ふるさと>、 

香 <好いにおい>の四つです。 

フレーズは 

「相互の/ 箱に入った/ 故郷の/、よい香りは/、羊の(iang)クリスマスプレゼント

(x1)。」=xing1 です。 
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互相  hu4 xiang1 お互いに / 相互间  xiang1 hu4 jian1 相互の 

垃圾箱  la1 ji1 xiang1 ゴミ箱 / 邮箱  you2 xiang1 メールボックス 

乡里  xiang1 li3 故郷 / 随乡入乡  sui2 xiang1 ru4 xiang1 郷に入っては郷に従え 

香蕉  xiang1 jiao1 バナナ / 香烟  xiang1 yan1 タバコ / 香菇  xiang1 gu1 しい

たけ 

次 xiong1 の漢字は、 凶 <不幸な、凶作の、凶悪である>、 

兄 <兄、話し言葉では哥哥を使う>、胸 <胸>の三つです。 

フレーズは 「凶悪犯の/ 兄の/ 胸には/、 クリスマスに(x1)泳いだ(iong)思い出が有

る。」=xiong1 です。 

凶年  xiong1 nian2 凶作の年 / 逢凶化吉  feng2 xiong1 hua4 ji2 災い転じて福と

成す 

兄弟姐妹  xiong1 di4 jie3 mei4 兄弟姉妹 

胸脯  xiong1 pu2 胸 / 胸脯子  xiong1 pu2 zi0 胸 / 胸膛  xiong1 tang2 胸 

次 xu1 の漢字は、 虚 <むなしい、空虚>、需 <必要とする>、须 <しなければな

らない>の三つです。 

フレーズは 

「虚しいが/ 需要が/ 必須な/ 魚(v)は、クリスマス(x1)に欲しい。」=xv1=xu1 で

す。 

虚假  xu1 jia3 うそである⇔真实 / 虚伪  xu1 wei3 誠実でない 

需要  xu1 yao4 必要である,必ず～しなければならない / 必需  bi4 xu1 必要であ
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る。 

必须  bi4 xu1 必ず～しなければならない 

次 xue1 の漢字は、 靴 <ブーツ、長靴>です。 

フレーズは 「ブーツを履いて/ クリスマス(x1)に月(yue)を見に行く。」=xue1 で

す。 

长靴chang2 xue1 ブーツ、長靴 

次 xuan1 の漢字は、 宣 <公にする>、暄 <柔らかくふかふかしている>の二つで

す。 

フレーズは 「宣言で/ ふかふかになるのは/、クリスマス(x1)の時、原っぱ(yuan)が

よい。」=xuan1 です。 

和平宣言  he2 ping2 xuan1 yan2 平和宣言 

寒暄  han2 xuan1 時候の挨拶 

x の１声の“フレーズ表”です。 

x の１声の漢字 

x の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

x の１声の“クリスマス”の歌です。オリジナルはジングルベルです。 

音声プレーヤー 

以上で x の１声は終わりです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９１ 

今回はｘの２声です。キーワードは X-lay エックス線です。 

子音 x のキーワードは xa, xo, xe, xi で始まる適当な言葉が無いので、 

例外的なキーワードになりました。 

１声はクリスマス、２声はｘ線、３声はトリプルエックス、４声はへそ下、 

という変なキーワードです。 

さて、x の２声の漢字は２５個です。 

最初は xi2 です。 

xi2 の 漢字は、 习 <習う>、席 <席>の二つです。 

フレーズは 「習うのは/、席から上がる/一本の(i)Ｘ線(x2)。」=xi2 です。 

练习 lian4 xi2 練習 

出席 chu1 xi2 出席する 

次 xia2 の漢字は、 狭 <狭い>です。 

フレーズは 「狭いところの/ 歯は(ia)、Ｘ線(x2)で見る。」=xia2 です。 

狭窄 xia2 zhai3 幅が狭い 

次 xie2 の漢字は、 鞋 <靴>、携 <持つ、携える、携帯する>、谐 <調和が取れて

いる>、 

协 <協力する>、邪 <よこしまである、邪悪>、挟 <弱みに付け込み、脅迫する、

小脇に挟む>の６個です。 
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フレーズは 

「靴型/ 携帯電話で/ 調和を取って/ 協力し/、夜(ie)、Ｘ線(x2)で、邪悪に/ 脅迫す

る/。」=xie2 です。 

鞋子 xie2 zi0 靴 

携带 xie2 dai4 携帯する、持ち歩く 

谐音 xie2 yin1 漢字の発音が同じである 

协调 xie2 tiao2 協調 

邪恶 xie2 e4 邪悪である、よこしまである 

挟带 xie2 dai4 隠し持つ （２番目の 携带 と 谐音 です。） 

次 xian2 の漢字は、 咸 <しょっぱい>、嫌 <避けたい、嫌がる>、贤 <賢い>、 

闲 <暇>の四つです。 

フレーズは 「しょっぱいのが/ 嫌いな/ 賢い人は/、暇なとき/眼を(ian)Ｘ線(x2)で

見る。」=xian2 です。 

咸菜 xian2 cai4 漬物 

嫌麻烦的 xian2 ma2 fan0 de0 面倒が嫌い 

贤明 xian2 ming2 賢い 

悠闲 you1 xian2 ゆったりしている、のんびりしている 

次 xing2 の漢字は、 行 <行く、行う>、形 <形>、型 <型>の三つです。 

フレーズは 「行ったら/ 形が/ 宝石を(ing) Ｘ線(x2)で見た。」=xing2 です。 

流行 liu2 xing2 流行 
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方形 fang1 xing2 四角形 

发型 fa4 xing2 髪型 / 血型 xue4 xing2 血液型 

次 xiang2 の漢字は、 详 <詳しい>です。 

フレーズは 「詳しいよ/、羊は(iang)、X 線(x2)の専門家。」=xiang2 です。 

详细 xiang2 xi4 詳細 

次 xiong2 の漢字は、 雄 <雄>、熊 <熊>の二つです。 

フレーズは 「雄/ 熊は/、泳ぐとき(iong) X 線(x2) 検査を受ける。」=xiong2 です。 

英雄 ying1 xiong2 英雄 

熊猫 xiong2 mao1 パンダ 

次 xu2 の漢字は、 徐 <ゆっくりと、徐々に>です。 

フレーズは 「徐々に/ 魚が(v) X 線で(x2)見えてきた。」=xv2=xu2 です。 

徐行 xu2 xing2 徐行する 

次 xue2 の漢字は、 学 <学ぶ>です。 

フレーズは 「学ぶのは/、月(yue) からのX 線(x2)。」=xue2 です。 

学校 xue2 xiao4 学校 

次 xun2 の漢字は、 循 <循環する、従う、沿う>、寻 <探す、尋ねる>の二つです。 

フレーズは  

「循環し/、尋ねて探した/、運動(yun)は、X 線(x2)検査が必要。」=xun2 です。 

循环 xun2 huan2 ループ、循環 

寻找 xun2 zhao3 探す 
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次 xuan2 の漢字は、 悬 <宙吊りになっている>、旋 <旋回する（名詞的）>の二

つです。 

フレーズは 「宙吊りで/ 旋回し/、原っぱを(yuan) X 線(x2)で調査する。」=xuan2

です。 

磁悬浮 ci2 xuan2 fu2 リニアモーターカ 

旋回 xuan2 hui2 旋回する、(地）周期 / 回旋 h 

オ声の“ui2 xuan2 旋回する、ぐるぐる回る 

 

x の2 声の“フレーズ表”です。 

x の２声の漢字 

x の2 声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

のx 2 の歌です。X 線”リジナルは“めだかの学校”です。 

音声プレーヤー 

以上で x の 2 声は終わりです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９２ 

今回はｘの３声です。キーワードは xxx トリプルエックスです。 

漢字は１８個です。 

先ず最初 xi3 の漢字は、 喜 <好き、喜ぶ>、洗 <洗う>の二つです。 

フレーズは 「喜んで/洗うよ/一回(i)トリプルx(x3)。」=xi3 です。 

喜欢 xi3 huan0 好き 

洗澡 xi3 zao3 入浴する / 

次 xie3 の漢字は、 血 <血。（口語）>、写 <写す>の二つです。 

フレーズは 

「血を/ 写したら/、夜(ie) トリプルx(x3)の夢を見る。」=xie3 です。 

出血  chu1 xie3 血が出る（複音節の場合は xue4 と発音する事が多い。） 

写信  xie3 xin4 手紙を書く 

次 xiao3 の漢字は、 晓 <暁、知っている、知らせる>、小 <小さい>の二つです。 

フレーズは 

「暁なら/、小さな/ 薬(iao)でもトリプルx(x3)は可能。」=xiao3 です。 

知晓  zhi1 xiao3 知る、解る 

小麦  xiao3 mai4 小麦 

次 xian3 の漢字は、 显 <明らかである、よく目立つ>、鲜 <北朝鮮の鮮>、 

险 <危険の険、険しい>の三つです。 
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フレーズは 

「よく目立つ/ 朝鮮人は/、険しい/,眼で(ian)トリプルx(x3)を見る。」=xian3 です。 

明显  ming2 xian3 はっきりしている、明らかである 

北朝鲜  bei3 chao2 xian3 北朝鮮 

冒险  mao4 xian3 冒険する 

次 xiu3 の漢字は、 宿 <夜を単位として数える 晩、泊>です。 

フレーズは 「一泊すると/、トリプルx(x3)の油だらけ(iou)になる。」=xiou3=xiu3 

です。 

两宿  liang3 xiu3 二晩 

次 xing3 の漢字は、 醒 <目が覚める>、省 <反省する>の二つです。 

フレーズは 

「目が覚めて/、反省すると/、宝石も(ing)トリプルx(x3)ももらえる。」=xing3 で

す。 

叫醒  jiao4 xing3 目を覚まさせる、起こす 

反省  fan3 xing3 反省する 

次 xiang3 の漢字は、 享 <享受する、分かち合う>、想 <思う、したい>、 

响 <響き、音を出す>の三つです。 

フレーズは 「享受/ したいよ/、響く/ 羊(iang)との トリプルx(x3)。」=xiang3 で

す。 

享受  xiang3 shou4 味わい楽しむ、楽しむ、楽しみ 
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想法  xiang3 fa0 考え方 

影响  ying3 xiang3 影響 

次 xu3 の漢字は、 许 <許す>です。 

フレーズは 「許したら/ 魚が(v) トリプルx(x3)を見せた。」=xv3=xu3 です。 

许可  xu3 ke3  許可 

次 xue3 の漢字は、 雪 <雪>です。 

フレーズは 「雪は/、月で(yue) トリプルx(x3)した結果。」=xue3 です。 

雪崩  xue3 beng1 なだれ 

次xuan3 の漢字は、 选 <選ぶ、選択する>です。 

フレーズは 「選ぶのは/、野原で(yuan) トリプルx(x3)する女。」=xuan3 です。 

选择  xuan3 ze2 選ぶ、選択する 

x の ３声の“フレーズ表”です。 

x の３声の漢字 

x の 3 声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

ｘの３声のオリジナル曲 ”トリプルｘ” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で ｘの３声は終わりです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９３ 

今回はｘの４声です。キーワードは “へそ下”です。 

漢字は４６個ですが、フレーズは１３個です。。 

先ず最初は xi の４声です。 

xi4 の漢字は、 戏 <戯れる>、细 <細かな>、系 <系、系統>の三つです。 

フレーズは 

「たわむれの/、細かな/系統は/、一度(i) へそした(x4)に戻ってみる。」=xi4 です。 

游戏  you2 xi4 遊ぶ、ゲｰムをする 

详细  xiang2 xi4 詳細 

系统  xi4 tong3 系統 

  

次 xia4 の漢字は、 夏 <夏>、吓 <びっくりさせる>、下 <下>の三つです。 

フレーズは 「夏に/ びっくり/、下の/ 歯は(ia)、へそ下(x4)から生えてくる。」=xia4

です。 

夏天 xia4 tian1 夏 

吓了我一跳  xia4 le0 wo3 yi2 tiao4 びっくりした / 吓我一大跳  xia4 wo3 yi2 

da4 tiao4 びっくりする 

下雨  xia4 yu3 雨が降る / 下次  xia4 ci4 次回 
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次 xie4 の漢字は、 谢 <感謝する>、泻 <腹を下す>、泄 <漏れる>、蟹 <蟹>、 

卸 <下ろす、外す>、械 <機械>の６個です。 

フレーズは 

「謝謝と/ 下痢で/ 漏らした/ 蟹は/、外した/ 機械で/ 夜(ie) へそした(x4)をちょん

切る。」=xie4 です。 

谢谢  xie4 xie0 ありがとう 

腹泻  fu4 xie4 腹を下す、下痢する 

宣泄  xuan1 xie4 (不満を)ぶちまける 

大闸蟹  da4 zha2 xie4 上海蟹 

卸载  xie4 zai4 アンイストールする 

器械  qi4 xie4 専門的な構造を持つ器具 

次 xin4 の漢字は、 衅 <不和、争い>、信 <信じるの、信>の二つです。 

フレーズは 「争っても/ 信じれば/ 音が(in) へそした(x4)に入る。」=xin4 です。 

挑衅  tiao3 xin4 挑発する、けんかを売る 

相信  xiang1 xin4 信用する、信じる 

次 xiao4 の漢字は、 笑 <笑う>、效 <効果>、校 <学校の校>の三つです。 

フレーズは 

「笑いの/ 効果は/、校舎で/ 薬を(iao) ヘソした(x4)につけて判る。」=xiao4 です。 

笑话  xiao4 hua0 冗談、笑い話 

效果  xiao4 guo3 効果 

学校  xue2 xiao4 学校 
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次 xian4 の漢字は、 羡 <羨ましい>、限 <限る、限度>、陷 <落とし穴、くぼむ、

はまる>、线 <内線の線>、现 <現在の現>、献 <献上する、演じる>、馅 <具、

中身>の７個です。 

フレーズは 

「羨ましい/ 限りだ/、現在/ 献上した/ 中身の具を/、落とし穴から/ 内線で/ 見た

ら(ian) 

へそ下(x4)に効くものだった。」=xian4 です。 

羡慕  xian4 mu4 羨ましい 

限制  xian4 zhi4 制限 中国語は逆の配列になる 

现在  xian4 zai4 現在 

贡献  gong4 xian4 貢献 

馅儿  xian4 er0 中身の具 

陷阱  xian4 jing3 落とし穴、わな 

内线  nei4 xian4 内線 

  

次 xiu4 の漢字は、 袖 <衣服のそで>、绣 <刺繍する>、锈 <さび、さびる>、 

秀 <すぐれた>、嗅 <におい（をかぐ）（悪臭はchou4）>の５個です。 

フレーズは 

「袖の/ 刺繍が/ 錆びたら/、優れた/ 油を(iou)、ヘソした(x4)につけて / 嗅ぐ。」

=xiou4=xiu4 です。 

袖子  xiu4 zi0 袖 
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刺绣  ci4 xiu4 刺繍（する） 

茶锈  cha2 xiu4 茶渋 

优秀  you1 xiu4 優秀な 

嗅觉  xiu4 jue2 嗅覚 

次xing4 の漢字は、 幸 <幸福の幸>、性 <セクシーの性>、姓 <名字>、 

兴 <興味、面白み（名詞）>の四つです。 

フレーズは 

「幸せの/、性の/ 名字は/、興味が/ 宝石の(ing) へそした(x4)にある。」=xing4 で

す。 

幸福  xing4 fu2 幸福 

性格  xing4 ge2 性格 

姓名  xing4 ming2 姓名 

兴趣  xing4 qu0 興味、関心、面白み 

次 xiang4 の漢字は、 象 <動物の象>、像 <肖像、似ている、なになにのようだ>、 

相 <形、姿、外観>、项 <うなじ、項>、向 <向かう>の５個です。 

フレーズは 「象の/ 形の/ うなじに/ 向かって/ 羊の(iang) へそした(x4)を投げた。」

=xiang4 です。 

对象  dui4 xiang4 恋愛、結婚の対象 

好像  hao3 xiang4 まるで～のようだ / 就像  jiu4 xiang4 まるで～のようだ 

相机  xiang4 ji1 カメラ /  相片  xiang4 pian4 写真 
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项链  xiang4 lian4 ネックレス 

向  xiang4 ～の方に（動詞の前後でOK）/ 倾向  qing1 xiang4 賛成、傾向 

次 xu4 の漢字は、 绪 <糸口、始まり、感情>、序 <順序,開始前>、续 <続く>、 

蓄 <蓄える>の四つです。 

フレーズは 「始まりの/ 序曲に/ 続いて/ 蓄える/ 魚の(v) へそした(x4)。」

=xv4=xu4 です。 

情绪  qing2 xu4 意欲、気分、感情 

序曲  xu4 qu3 序曲 

继续  ji4 xu4 継続（する） 

蓄电池  xu4 dian4 chi2 バッテリー 

次 xue4 の漢字は、 血 <血、血液>です。 

フレーズは 「血液は/、へそした(x4) より出る月(yue) のもの。」=xue4 です。 

血型  xue4 xing2 血液型 

次 xun4 の漢字は、 训 <訓練する、訓示>、讯 <たずねる>の二つです。 

フレーズは 「訓練中/ たずねる/ 運動は(yun)、へそした(x4)に効く。」=xun4 で

す。 

训练  xun4 lian4 訓練する 

问讯处  wen4 xun4 chu4 案内所 

最後 xuan4 の漢字は、 旋 <くるくる回る（動詞的）>です。 

フレーズは 
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「ぐるぐる回って/ 原っぱで(yuan) へそ下(x4)までパンツが落ちた。」=xuan4 で

す。 

旋风  xuan4 feng1 つむじ風。旋風 

x の４声のフレーズ表です。 

x の４声の漢字 

  

x の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

x の４声の歌。 オリジナルの“へそ下”の歌です。 

音声プレーヤー 

以上でx の４声は終わりです。 

x の１声から４声までが終わったので、子音が x の All in 表を掲載します。 

Allin x の漢字 

現在は、子音の声調別にブログを展開しています。 

すでに子音の半分以上が終わりましたが、 

皆さんの記憶効果はいかがでしょうか？単語や、文章を読むとき、発音や声調に不安

が生じた時に、フレーズを見て数回音読すれば 

次からは迷う事が無くなるでしょう。 
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 中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９４ 

大被害をもたらした大型台風が過ぎた後は、秋の気配が大分深まってきました。 

台風の残したツメ跡は大きく、これから寒い冬を迎えるにあたって、被害にあわれた

方々の生活を想うと本当に心が痛みます。 

さて、今回からは巻き舌音です。 

巻き舌音は、zh,ch,sh,r の４種類ですが、母音のi 型で i（一）以外の i 型 の発音

は有りません。（ 母音がia（歯）、ie（夜）、in（音）、iao（薬）、ian（眼）、iou

（油）、ing（宝石、英国等）、iang（羊）、iong（泳ぎ）の発音は無し。） 

そしてv 型の発音も有りません（母音が u=v（魚）、ue=ve（月）、un=vn（運動）、

uan=van（原っぱ）） 

この２点に注目しておきましょう。 

それでは先ず zh の１声からです。 

zh の１声のキーワードは “ジャガイモ” です。漢字の個数は３９個です。 

最初は zha1 からです。 

zha1 の漢字は、 扎 <生ビールを数える量詞>です。 

フレーズは 

「ジョッキの生ビールを数える/ おばさんに(a)、ジャガイモ(zh1)を投げつける。」 

=zha1 です。 

扎啤 zha1 pi2 ジョッキ入りの生ビール 
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次 zhai1 の漢字は、 斋 <精進料理>です。 

フレーズは 「精進料理は/、愛(ai) のこもったじゃが芋(zh1)だ。」=zhai1 です。 

斋饭  zhai1 fan4 精進料理 

次 zhan1 の漢字は、 粘 <くっつく、糊付けする>です。 

フレーズは 「くっついた/ じゃが芋(zh1)は、按摩屋(an)でとってもらう。」=zhan1

です。 

互相粘连  hu4 xiang1 zhan1 lian2 互いにくっつく 

次 zhao1 の漢字は、 招 <手招きする>です。 

フレーズは 「手招きしている/ オリンピック(ao)のじゃが芋(zh1)畑。」=zhao1 で

す。 

招手zhao1 shou3 手招き 

次 zhang1 の漢字は、 章 <印章、バッジ、章>、张 <開く、伸ばす,一枚二枚の枚

>の二つです。 

フレーズは 「バッジを/ 引っ張ったら/ スバル(ang)からじゃが芋(zh1)がころがり

出た。」=zhang1 です。 

徽章 hui1 zhang1 バッジ 

紧张 jin3 zhang1 緊張 

次 zhou1 の漢字は、 州 <アリゾナ州の州>、周 <周、まわり>、粥 <粥（かゆ）

>の三つです。 

フレーズは 「州の/ 周辺の/ 粥は/、欧米(ou)ではじゃが芋(zh1)から作る。」=zhou1



 156 / 264 
 

です。 

苏州 su1 zhou1 蘇州 

周围 zhou1 wei2 周囲 

粥  zhou1 生から煮込んだ粥 

次 zhong1 の漢字は、 中 <中ほど>、钟 <時間>、终 <終わり>の三つです。 

フレーズは 

「中国/ 時間の/ 終りは/、ジュディーオング(ong)が、じゃが芋(zh1)を食べ終わる

とき。」=zhong1 です。 

中国 zhong1 guo2 中国 

分钟 fen1 zhong1 （時間の）分 

终于 zhong1 yu2 やっと 

次 zhe1 の漢字は、 遮 <遮る>、蜇 <蜂やさそりが刺す>の二つです。 

フレーズは 「遮られたら/ 刺してやれ/、腹ペコ(e) の時じゃが芋(zh1)を。」=zhe1

です。 

一白遮百丑  yi4 bai2 zhe1 bai3 chou3 色の白さは百難隠す 

蜜蜂蜇人    mi4 feng1 zhe1 ren2 ミツバチは人を刺す 

次 zhen1 の漢字は、 真 <真に,本当に>、珍 <珍しい>、针 <針>の三つです。 

フレーズは 「真に/ 珍しい/ 針は/、恩人(en)の、じゃが芋(zh1)畑に生えている。」 

=zhen1 です。 

真实 zhen1 shi2 真実である。本当である 
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珍惜 zhen1 xi1 珍重する、大事にする 

打针 da3 zhen1 注射（する） 

次 zheng1 の漢字は、 征 <特徴、兆し、徴収する>、争 <争う、競争する>、 

蒸 <蒸す>の三つです。 

フレーズは 「特徴は/、争って/ 蒸した/ エンジェル(eng)はじゃが芋(zh1)みたい。」

=zheng1 です。 

特征 te4 zheng1 特徴 

竞争 jing4 zheng1 競争 

蒸鸡蛋羹 zheng1 ji1 dan4 geng1 茶碗蒸し 

次 zhi1 の漢字は、 知 <知っている>、只 <一対、数詞>、之 <なになにの>、枝 <

枝>、 

汁 <汁>、支 <支える>、织 <布を織る、毛糸や糸で織る>の７個です。 

フレーズは 

「知っている?/ いっつい/ の/ 枝/ 汁を/ 支えて/ 織るのは/、一本の(i) じゃが芋

(zh1)。」=zhi1 です。 

知道  zhi1 dao0 知っている 

两只手  liang3 zhi1 shou3 両手 

三分之一  san1 fen1 zhi1 yi1 三分の一 

枝子  zhi1 zi0 枝 

果汁  guo3 zhi1 ジュース 
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支持  zhi1 chi2 支持する 

纺织  fang3 zhi1 紡績 

次 zhu1 の漢字は、 猪 <豚>、朱 <朱色>、珠 <真珠、玉>の三つです。 

フレーズは 「豚は/、朱色の/ 真珠より/ 踊って(u) じゃが芋(zh1)食べるほうが好き。」

=zhu1 です。 

猪肉  zhu1 rou4 豚肉 

朱红色 zhu1 hong2 se4 赤色 

真珠  zhen1 zhu1 真珠 / 珍珠  zhen1 zhu1 真珠 

次 zhua1 の漢字は、 抓 <指でつかむ、握る、かく>です。 

フレーズは 「指でかいても/ 蛙(ua)は、じゃが芋(zh1)から離れない。」=zhua1 で

す。 

被猫抓破了 bei4 mao1 zhua1 po4 le0 猫に引っかかれた 

次 zhuo1 の漢字は、 桌 <机>、捉 <握る、捕らえる>の二つです。 

フレーズは 「机を/ 捉えて/ 私(uo)のじゃが芋(zh1)を確保する。。」=zhuo1 です。 

桌子 zhuo1 zi0 机 

捕捉  bu3 zhuo1 逮捕する、チャンスを捉える 

次 zhuan1 の漢字は、 砖 <れんが>、专 <専門の専>の二つです。 

フレーズは 

「レンガの/ 専門家は/、湾(uan)にもじゃが芋(zh1)を育てられる。」=zhuan1 です。 
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红砖  hong2 zhuan1 赤レンガ 

专家  zhuan1 jia1 専門家 

次 zhui1 の漢字は、 追 <追う、追いかける>です。 

フレーズは 「追いかけた/味(uei)は、じゃが芋(zh1)の味。」=zhuei1=zhui1 です。 

追加  zhui1 jia1 追加する、増やす 

次 zhuang1 の漢字は、 庄 <厳か、荘園>、妆 <装う、化粧する>、装 <装う>の

三つです。 

フレーズは 

「荘園で/化粧を/装う/王様(uang)は、じゃが芋(zh1)を掘る。」=zhuang1 です。 

庄重  zhuang1 zhong4 言動がまじめで慎重である 

化妆  hua4 zhuang1 化粧 

装作  zhuang1 zuo4 ～ように装う、～のふりをする 

zh の１声のフレーズ表です。 

zh の１声の漢字f 

zh の１声の”読み上げ”の頭の部分です。 

第７８回のa で、漢字の書き方の説明を追加したVersion の”読み上げ”を紹介しまし

た。 

このVersion は従来の”読み上げ”に対して、漢字の書き方の説明を追加しているので、 

読み上げ時間が長くなっています。 

本ブログに掲載している”読み上げ”だけでも時間が不足して、途中までしか読み上げ
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が掲載できていないのが大半なので残念ながら詳細が紹介できていません。 

今回教材の価格見直しをして手に入りやすくしたので、活用して戴けたらと思ってい

ます。 

音声プレーヤー 

zh の１声の じゃが芋の歌です。 

オリジナルは 秋深まり焼き芋が恋しい“旅愁”です。 

音声プレーヤー 

以上で 第９４回 zh の１声の漢字は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９５ 

さて、今回は巻き舌音の２回目で、子音がzh の２声の漢字です。 

キーワードは   zho  で始まる言葉 “女王蜂”です。漢字は１８個です。 

先ず最初は zha です。 

zha2 の漢字は、 闸 <水門、上海蟹>、炸 <油で揚げる>の二つです。 

フレーズは 「上海蟹を/ 油で揚げる/ おばさん(a)は、女王蜂(zh2)と戦う。」=zha2

です。 

大闸蟹 da4 zha2 xie4 上海蟹 

炸薯条 zha2 shu3 tiao2 フライドポテト / 炸土豆 zha2 tu3 dou4 フライドポテト 

/ 
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炸马铃薯 zha2 ma3 ling2 shu3 フライドポテト / 炸土豆片 zha2 tu3 dou4 pian4 

ポテトチップ 

次 zhai2 の漢字は、 宅 <住宅>です。 

フレーズは 「宅地は/、愛(ai)する女王蜂(zh2)が、住んでいる。」=zhai2 です。 

住宅 zhu4 zhai2 住宅 

次 zhao2 の漢字は、 着 <着く,結果の補語>です。 

フレーズは 「着いた/オリンピック(ao)会場で女王蜂(zh2)が待っている。」=zhao2

です。 

别着急 bie2 zhao2 ji2 急がなくても良い 

着急 zhao2 ji2 あせる、あわてる、いらいらする / 睡着 shui4 zhao2 寝付く、眠

りに入る / 摸不着 mo1 bu0 zhao2 つかめない、探り当てられない 

“着”の漢字は４つの発音が有ります。 

①zhao1 は、将棋や碁の手の意味。＝招 zhao1 

②zhao2 は、着く（接触する、風に当たる、火が付く、明かりがつく、寝付く等）そ

して,結果の補語として動作の結果を表す。 

③zhe0 は、助詞として主に状態の持続を表す。 

④zhuo2 は、服を着る、触れる、見当をつける、 

  

次 zhe2 の漢字は、 辙 <わだち、方法、考え>、蜇 <くらげ>、折 <値引きする、

折る>の三つです。 
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フレーズは 「ワダチ/ くらげを/ 値引きしすぎた/ 腹ペコ(e)な女王蜂(zh2)。」

=zhe2 です。 

车辙 che1 zhe2 わだち、車の通った跡 / 没辙 mei2 zhe2 万事休す、万策尽きる、

あきらめる 

海蜇 hai3 zhe2 くらげ 

折扣 zhe2 kou4 割引 / 打折 da3 zhe2 割引する 

次 zhi2 の漢字は、 职 <職務>、植 <植える、植物>、值 <値打ち、価値>、 

直 <まっすぐ、直ちに>、执 <執行する、手に取る>の５個です。 

フレーズは 「職務で/植物の/値段を/、直ちに/執行する/、バツイチ(i)の女王蜂(zh2)。」

=zhi2 です。 

职务 zhi2 wu4 職務 

植物 zhi2 wu4 植物 

价值 jia4 zhi2 価値、値打ち 

直接 zhi2 jie1 直接 / 一直走 yi4 zhi2 zou3 まっすぐ行く 

执行 zhi2 xing2 執行する 

次 zhu2 の漢字は、 烛 <ろうそく>、逐 <順を追って>、竹 <竹>の三つです。 

フレーズは 「ろうそくが/次第に/竹に近づいて/踊り(u)出す女王蜂(zh2)。」=zhu2

です。 

蜡烛 la4 zhu2 ろうそく 

逐渐 zhu2 jian4 次第に,ゆっくりと少しずつ 

竹笋 zhu2 sun3 竹の子 
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最後 zhuo2 の漢字は、 着 <着く、着陸する、着る>、镯 <腕輪、ブレスレット>、 

灼 <焼く、あぶる>の三つです。 

フレーズは 「着陸で/ブレスレットが/焼けたとき/、私(uo)は、女王蜂(zh2)に刺され

た。」=zhuo2 です。 

着陆 huo2 lu4 着陸する （zhao2 の”着”の説明を参照下さい。） 

手镯 hou3 zhuo2 ブレスレット 

灼伤 huo2 shang1 やけど 

zh の2 声のフレーズ表です。 

zh の２声の漢字 

zh の2 声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

zh の2 声の歌オリジナルの“女王蜂”の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第９５回 zh の２声の漢字は終わりです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９６ 

さて、今回は、子音がzh の３声の漢字です。 

キーワードは   zhe  で始まる言葉 “ ジェンカ ”です。漢字は２３個です。 

“ ジェンカ ”が流行したのは相当昔です。 

日本では”レッツキス”という題名でかなりヒットしました。 

作曲はラウノ・レティネン（Rauno Lehtinen）。 

フィンランドで1960 年代にはやった流行歌で、日本ではコロブチカやオクラホマミ

キサー、 

マイム・マイム などと並ぶ、最も有名なフォークダンスです。 

日本では、1965 年になかにし礼による訳詞を青山ミチが歌い「レットキス (Let Kiss)」

としてレコードが発売され、また、1966 年には坂本九が、永六輔の作詞で「レット・

キス （ジェンカ）」の曲名でカバーして、これをきっかけに日本中でジェンカが踊ら

れるようになったそうです。 

坂本九によるカバーは1967 年 5 月までにレコード売上が60 万枚を突破し]、坂本九

にとっても久々の大ヒットとなったようです。 

それでは始めましょう。 

先ず最初は zhai です。 

zhai3 の漢字は、 窄 <狭い ↔宽 kuan1>です。 
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フレーズは 「狭い/ 愛(ai)は、ジェンカ(zh3)の輪で広げる。」=zhai3 です。 

狭窄 xia2 zhai3 幅が狭い 

  

次 zhan3 の漢字は、 展 <展覧する>です。 

フレーズは 「展覧会では/、按摩師(an)のジェンカ(zh3)が展覧されている。」=zhan3

です。 

展览会 zhan3 lan3 hui4 展覧会 

  

次 zhao3 の漢字は、 找 <探す、つり銭を出す>です。 

フレーズは 「探すのは/、オリンピック(ao)のジェンカ(zh3)の中。」=zhao3 です。 

找钱 zhao3 qian2 つり銭 

  

次 zhang3 の漢字は、 掌 <掌握する、握る>、涨 <高くなる、上がる>、 

长 <グループ長>の三つです。 

フレーズは 

「掌握度が/高い/長は/、スバル(ang)でジェンカ(zh3)も踊れる。」=zhang3 です。 

掌握 zhang3 wo4 掌握する 

上涨 shang4 zhang3 値段、水位が上昇する 

部长 bu4 zhang3 部長 
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次 zhong3 の漢字は、 种 <種、種類>、肿 <腫れる>の二つです。 

フレーズは 「種の種類で/腫れあがり/、ジュディーオング(ong)は、ジェンカ(zh3)

嫌い。」=zhong3 です。 

种类  zhong3 lei4 種類 

浮肿  fu2 zhong3   むくむ 

  

次 zhe3 の漢字は、 者 <人や物, 人物>です。 

フレーズは 「者者方は/、腹ペコ(e)でもジェンカ(zh3)を踊る。」=zhe3 です。 

爱好者  ai4 hao4 zhe3 愛好者 

  

次 zhen3 の漢字は、 疹 <発疹、小さな吹き出物>、诊 <診断する>、枕 <枕>の

三つです。 

フレーズは 「小さな吹き出物の/診断の時/、枕をくれた/、恩人(en)とジェンカ(zh3)

を踊る。」=zhen3 です。 

风疹块 feng1 zhen3 kuai4 ジンマシン 

诊断 zhen3 duan4 診断(する) 

枕头 zhen3 tou0 まくら 
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次 zheng3 の漢字は、 整 <整った>です。 

フレーズは 「ととのった/、エンジェル(eng)のジェンカ(zh3)。」=zheng3 です。 

整形 zheng3 xing2 整形（する） 

  

次 zhi3 の漢字は、 址 <住所>、纸 <紙>、只 <唯>、指 <指>、止 <止まる>の

５個です。 

フレーズは 「住所の/紙を/、ただ/指で/止めると/、一回(i)ジェンカ(zh3)が踊れる。」 

=zhi3 です。 

地址 di4 zhi3 アドレス / 住址 zhu4 zhi3 住所 

报纸bao4 zhi3 新聞 

只是 zhi3 shi4 ただ～だけだ 

手指shou3 zhi3 指 / 中指zhong1 zhi3 中指 / 食指shi2 zhi3 人差し指 / 

无名指wu2 ming2 zhi3 薬指 / 小拇指xiao3 mu0 zhi3 小指 / 大拇指da4 mu0 

zhi3 親指 

禁止 jin4 zhi3 禁止 

  

次 zhu3 の漢字は、 主 <主人>、嘱 <言いつける、頼む>、煮 <煮る>の三つです。 

フレーズは 「主人が/言いつけた/、煮える/踊り(u)は、ジェンカ(zh3)です。」=zhu3

です。 

主人  zhu3 ren2 主人 
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嘱咐  zhu3 fu0 言い聞かせる 

水煮鱼  shui3 zhu3 yu2 魚の辛子煮（個人的に私の好物です。） 

  

次 zhuan3 の漢字は、 转 <転送、向きを変える>です。 

フレーズは 「向きをぐるりと変えられる/湾(uan)ならジェンカ(zh3)が踊れる。」 

=zhuan3 です。 

转发 zhuan3   fa1 転送する / 晴转阴  qing2 zhuan3 yin1 晴れのち曇り 

  

最後 zhun3 の漢字は、 准 <準備する、許可する>です。 

フレーズは 「準備した/文章(uen)は ジ エンカ(演歌)。」=zhuen3=zhun3 です。 

准备 zhun3 bei4 準備 

  

zh の３声のフレーズ表です。 

zh の３声の漢字 

zh の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 
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zh の３声の歌。“ジェンカ”です。オリジナルは同じく“ジェンカ”です。 

音声プレーヤー 

以上で 第９６回 zh の３声の漢字は終りです。 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９７ 

さて、今回は、子音がzh の４声の漢字です。 

キーワードは   zhi  で始まる言葉 “ 爺さん ”です。漢字は４９個です。 

先ず最初は zha4 からです。 

zha4 の漢字は、 榨 <しぼる>です。 

フレーズは 「搾り取られた/ じいさん(zh4)とおばさん(a)。」=zha4 です。 

榨汁机  zha4 zhi1 ji1 ジューサー 

次 zhai4 の漢字は、 债 <債務、借金、借り>です。 

フレーズは 「債務で/ 愛(ai)を 爺さん(zh4)は、無くした。」=zhai4 です。 

债务  zhai4 wu4 債務、負債 

次 zhan4 の漢字は、 战 <戦争、戦う>、占 <占領する>、站 <駅、立つ>の三つ

です。 

フレーズは 

「戦争で/占領された/駅は/、按摩(an)へ行く爺さん(zh4)で一杯。」=zhan4 です。 

战争  zhan4 zheng1 戦争 
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占领  zhan4 ling3 占領する 

车站  che1 zhan4 駅、停留所 

次 zhao4 の漢字は、 照 <照らす>、兆 <兆し、兆>、罩 <マスク>の三つです。 

フレーズは 「照らしてください/一兆円の/オリンピック(ao)のじいさん(zh4)/マス

ク。」=zhan4 です。 

照片  zhao4 pian4 写真 /  护照  hu4 zhao4 パスポート 

一兆日元  yi1 zhao4 ri4 yuan2 一兆円 

口罩 kou3 zhao4 マスク 

次 zhang4 の漢字は、 障 <隔てる、障害>、丈 <3.3m。親戚の男性>、账 <帳簿

>、 

帐 <帳簿、幕>、杖 <杖>の５個です。 

フレーズは 

「障害の有る/タケオの/帳簿は/、杖をついて/スバル(ang)に乗った爺さん(zh4)が持

ってくる。」=zhang4 です。 

障碍   zhang4 ai4 障害 

丈夫 zhang4 fu0 夫 

结账   jie2 zhang4 勘定、決算をする 

帐子   zhang4 zi0 幕、カーテン 

手杖   shou3 zhang4 ステッキ、杖 
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次 zhou4 の漢字は、 皱 <しわ>です。 

フレーズは 「しわしわな/ 欧米(ou)の爺さん(zh4)。」=zhou4 です。 

皱纹  zhou4 wen2 しわ 

次 zhong4 の漢字は、 众 <多い、多くの>、重 <重い>、 

中 <中毒のチュウ,当たる、合格する>、种 <植える、種をまく（動詞）>の四つで

す。 

フレーズは 

「多くの/重い/中毒を/植えつけられ/、ジュディーオング(ong)は、爺さん(zh4)にな

った。」=zhong4 です。 

民众  min2 zhong4 民衆 

重大  zhong4 da4 重大である 

中毒  zhong4 du2 中毒 

播种  bo1 zhong4 種まきする、種で植え付ける 

次 zhe4 の漢字は、 这 <この、これ>、浙 <浙江省をさす漢字>の二つです。 

フレーズは 

「これは/、セッコウショウの/、腹ペコ(e)爺さん(zh4)です。」=zhe4 です。 

这是  zhe4 shi4 これは～です 

浙江  zhe4 jiang1 せっこう省 

次 zhen4 の 漢字は、 阵 <陣、ひとしきり>、振 <振動する>、圳 <シンセンのセ

ン>、 

震 <震わす>の四つです。 
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フレーズは 

「ひとしきり/振れた/、シンセンの/地震の/恩恵(en)に爺さん(zh4)は、腰を抜かす。」

=zhen4 です。 

雷阵雨  lei2 zhen4 yu3 夕立 

振动    zhen4 dong4 振動 

深圳    shen1 zhen4 深圳 

地震    di4 zhen4 地震 

次 zheng4 の漢字は、 正 <正しい>、症 <症状>、证 <証明する>、政 <政治>、 

挣 <必死になって切り離す、働いて金を稼ぐ>の５個です。 

フレーズは 

「正しい/症状の/証明は/、政治的に/エンジェル(eng)が、爺さん(zh4)と/必死に切り

離した。」=zheng4 です。 

正确   zheng4 que4 正しい、道理に合っている 

症状   zheng4 zhuang4 症状 

证明 zheng4 ming2 証明 

政治 zheng4 zhi4 政治 

挣钱 zheng4 qian2 働いて金を稼ぐ 

次 zhi4 の漢字は、 置 <置く>、志 <志、文章の記録>、制 <製造する。制限する

>、 

质 <質>、治 <治める>、至 <至>、致 <到る、送る、与える>の７個です。 

フレーズは 
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「置いた/雑誌の/製造/品質を/、治めに/至る/爺さん(zh4)の一生(i)。」=zhi4 です。 

（このフレーズでは、“至”と“致”は、ほぼ同等の漢字として扱っています。） 

置换  zhi4 huan4 置き換える 

杂志  za2 zhi4 雑誌 

制造  zhi4 zao4 製造 

质量  zhi4 liang4 品質 

治安  zhi4 an1 治安 

至少  zhi4 shao3 （最小の限度を示す）少なくとも、せめて 

致癌物质  zhi4 ai2 wu4 zhi4 発癌物質 

次 zhu4 の漢字は、 著 <明らか、表す、著作する>、助 <助ける>、注 <注ぐ>、 

住 <住む>、柱 <柱>、筑 <築く>、祝 <祝う>の７個です。 

フレーズは 

「著者は/、助けを/注いで/、住んだ/柱を/築いて/祝い/踊る(u)爺さん。(zh4)」=zhu4

です。 

著者  zhu4 zhe3 著者 

助理  zhu4 li3 アシスタント / 帮助  bang1 zhu4 援助 

注意  zhu4 yi4 注意する、気をつける 

住宅  zhu4 zhai2 住宅 

支柱  zhi1 zhu4 支柱 

建筑  jian4 zhu4 建築 

祝福  zhu4 fu2 祝福する 
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次 zhuan4 漢字は、 转 <一回りする>、赚 <儲かる、稼ぐ>の二つです。 

フレーズは 

「ぐるぐる回って/儲かって/、湾(uan)で爺さん(zh4)、目を回した。」=zhuan4 で

す。 

转动  zhuan4 dong4 ぐるぐる回る、回す 

赚钱  zhuan4 qian2 金が儲かる 

次 zhui4 の漢字は、 坠 <墜落する>です。 

フレーズは 

「墜落の/味(uei)は、爺さん(zh4)しか知らない。」=zhuei4=zhui4 です。 

坠落  zhui4 luo4 墜落する 

最後 zhuang4 の漢字は、 壮 <身体が強い、盛んである>、撞 <ぶつかる、出くわ

す>、 

状 <状況、形状>の三つです。 

フレーズは 

「身体が強かったが/、ぶつかった/状況で/、王様(uang)は、爺さん(zh4)になった。」

=zhuang4 です。 

强壮  qiang2 zhuang4 身体が丈夫になる 

撞墙  zhuang4 qiang2 壁にぶつかる、行き詰まる 

状况  zhuang4 kuang4 状況 
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zh の４声のフレーズ表です。 

zh の４声の漢字 

zh の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

読み上げは 掲載できる容量の関係で、最後まで掲載できない場合が多く有り、途中

で途切れてしまっていますが、ご容赦下さい。 

  

zh の４声の“爺さん”の歌です。オリシナルは “花咲じじい” です。 

音声プレーヤー 

zh の１声から４声までが終わったので、zh の Allin 表を添付します。 

Allin zh の漢字 

  

フレーズで、日本語の意味に相応する中国語漢字のピンインと声調は確実に覚えられ

ますが、やはり中国語漢字を知らないと 読むことも、書くこともできません。 

日中で共通の漢字はたくさん有るので、フレーズを覚えるだけで相当量の中国漢字は

マスターできますが、中国漢字特有の漢字も有るので、これもマスターしなければな

りません。 

このマスターの方法として、現在掲載しているフレーズの読み上げをVersion アップ
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した、 

漢字の説明付の読み上げを利用していただくと良いです。（第７８回a で p の３声

と m の１声のサンプルを掲載してありますので聴いてみて下さい。） 

以上で 第９７回 zh の４声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９８ 

さて、今回からは、子音がch の漢字です。 

子音が ch の１声のキーワードは cha で始まる言葉で “チャリンコ”です。 

漢字は２３個です。 

それでは先ず最初 cha1 の漢字は、 叉 <フォーク>、插 <挿入する、差し込む>、 

差 <差、違い>の三つです。 

フレーズは 

「フォークを/、さしこんで/差が開く/おばさん(a)のチャリンコ(ch1)。」=cha1 で

す。 

叉子 cha1 zi0 <フォーク> 

插座 cha1 zuo4 <コンセント> 

差异 cha1 yi4 <相違，差異> 

次 chai1 の漢字は、 拆 <ばらばらにする、解体する>、差 <派遣する>の二つです。 

フレーズは 

「ばらばらにされても/、出張の時は/、愛(ai)のチャリンコ(ch1)に乗って行く。」 
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=chai1 です。 

拆封 chai1 feng1 <封を切る、開封する> 

出差 chu1 chai1 <出張> 

次 chao1 の漢字は、 超 <超過している>、钞 <紙幣、札>、抄 <写す、文章を盗

作する>の三つです。 

フレーズは 

「超過して/紙幣を/写せたら/、オリンピック(ao)のチャリンコ(cha)がもらえる。」 

=chao1 です。 

超过 chao1 guo4 <超過する>/ 超市 chao1 shi4 <ス－パーマーッケト> 

钞票 chao1 piao4 <紙幣、札> 

抄笔记 chao1 bi3 ji4 <ノートを写す> 

次 chou1 の漢字は、 抽 <引き出す、時間を作る、吸う>です。 

フレーズは 「抽選会で/欧米(ou)のチャリンコ(ch1)が当った。」=chou1 です。 

抽签 chou1 qian1 <抽選> 

次 chong1 の漢字は、 充 <充分満ちた>、冲 <注ぐ、洗い流す、突進する>の二つ

です。 

フレーズは 

「充電して/突進する/ジュディーオング(ong)は、チャリンコ(ch1)に乗ってくる。」

=chong1 です。 

充电 chong1 dian4 <充電（する）> 

冲突 chong1 tu1 <衝突> 
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次 che1 の漢字は、 车 <車>です。 

フレーズは 「車だ/、腹ペコ(e)なのでチャリンコ(ch1)は嫌だ。」=che1 です。 

出租车 chu1 zu1 che1 <タクシー> 

次 cheng1 の漢字は、 撑 <支える>、称 <重さを量る、称する>の二つです。 

フレーズは 

「支えて/重さを量っていた/エンジェル(eng)は、チャリンコ(ch1)から落ちた。」 

=cheng1 です。 

撑着下巴  cheng1 zhe0 xia4 ba1 <ほうづえをつく> 

称一下分量  cheng1 yi2 xia4 fen4 liang4 <重さをはかってください> 

次 chi1 の漢字は、 吃 <食べる>、痴 <気がふれる、熱中する>の二つです。 

フレーズは 「たべるぞ/、気が狂っても/一人で(i)チャリンコ(ch1)に乗って。」=chi1

です。 

吃饭 chi1 fan4 <ご飯を食べる> 

痴子 chi1 zi0 <ばか者、狂人> 

  

次 chu1 の漢字は、 初 <初めて>、出 <出る、出発>の二つです。 

フレーズは 

「初めて/出る/踊り(u)は、チャリンコ(ch1)で登場する。」=chu1 です。 

初次 chu1 ci4 <初めて> 

出来 chu1 lai2 <出てくる> 
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次 chuan1 の漢字は、 穿 <着る,穴を開ける>、川 <四川省の省略>の二つです。 

フレーズは 

「服を着て/四川の/湾(uan)をチャリンコ(ch1)で渡る。」=chuan1 です。 

穿衣服 chuan1 yi1 fu2 <服を着る> 

四川菜 si4 chuan1 cai4 <四川料理> 

次 chui1 の漢字は、 吹 <吹く>です。 

フレーズは 

「吹いて吹いた/味(uei)は、チャリンコ(ch1)で出前する。」=chuei1=chui1 です。 

吹风机 chui1 feng1 ji1 <ドライヤー> 

次 chun1 の漢字は、 春 <春>です。 

フレーズは 「春の/文章(uen)には、チャリンコ(ch1)が登場する。」=chuen1=chun1

です。 

春天 chun1 tian1 <春> 

最後 chuang1 の漢字は、 窗 <窓>です。 

フレーズは 

「窓から/王様(uang)がチャリンコ(ch1)で入ってきた。」=chuang1 です。 

窗户 chuang1 hu4 <窓 = 窗子 chuang1 zi0 > 

ch の１声のフレーズ表です。 

ch の１声の漢字 
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ch の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

ch の１声の“チャリンコ”の歌です。オリジナルは、“茶摘み”です。（チャリンコのチ

ャと茶摘みのチャが同じなのでこの曲を選びました。） 

音声プレーヤー 

以上で 第９８回 ch の１声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう９９ 

さて、今回は、子音がch の２声の漢字です。 

子音が ch の２声のキーワードは cho で始まる言葉で “腸捻転（チョウネンテン）”

です。漢字は４１個で、フレーズは１３個です。 

先ず最初 cha2 の漢字は、 察 <細かに調べる、察する>、茶 <お茶>、查 <検査>

の三つです。 

フレーズは 「察するに/、お茶の/検査は/、おばさん(a)の腸ねん転(ch2)の検査と同

じだ。」=cha2 です。 

考察 kao3 cha2 <考察する> 

乌龙茶 wu1 long2 cha2 <ウーロン茶> 

调查 diao4 cha2 <調査> 
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次 chan2 の漢字は、 缠 <からむ、巻きつける>です。 

フレーズは 

「からまれて/按摩屋(an)で腸ねん転(ch2)になった。」=chan2 です。 

缠绕 chan2 rao4 <巻きつく、からみつく> 

次 chao2 の漢字は、 潮 <流行>、巢 <巣>、朝 <向う>の三つです。 

フレーズは 「流行の/鳥の巣に/むかう/と、オリンピック(ao)で腸ねん転(ch2)になる

よ。」=chao2 です。 

潮流  chao2 liu2 <時代の流れ、趨勢, 流行、> 

鸟巢  niao3 chao2 <北京の鳥の巣ドーム> 

朝阳  chao2 yang2 <太陽の方向に向いている> 

次 chang2 の漢字は、 常 <常に>、长 <長い>、肠 <お腹の腸>、尝 <味わう>、 

偿 <つぐなう>の５個です。 

フレーズは 

「常に/長い/腸を/味わえる/代償は/、スバル(ang)に乗ったら腸ねん転(ch2)になっ

た。」=chang2 です。 

经常 jing1 chang2 <いつも、よく、しょっちゅう> 

长靴 chang2 xue1 <ブーツ、長靴> 

肠子 chang2 zi0 <腸> 

品尝 pin3 chang2 <味をみる、味わう> 

代偿 dai4 chang2 <代償>/ 
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次 chou2 の漢字は、 绸 <絹織物>、筹 <賭け事のチップ>、酬 <対応する、謝礼

する>、 

愁 <心配する、案ずる>の四つです。 

フレーズは 

「絹織物製の/賭け事チップに/対応し/、気が滅入る/欧米人(ou)は、腸ねん転(ch2)

になる。」=chou2 です。 

丝绸 si1 chou2 <シルク、絹織物> 

筹码 chou2 ma3 <賭け事のチップ。点棒> 

应酬 ying4 chou2 <客に応対する。> 

愁闷 chou2 men4 <気がふさぐ>/ 忧愁 you1 chou2 <憂鬱（ゆううつ）>/发愁 fa1 

chou2 <気がめいる、気が沈む> 

次 chong2 の漢字は、 虫 <虫>、重 <重なる>の二つです。 

フレーズは 

「虫が/重なって/、ジュディーオングは(ong)、腸ねん転(ch2)。」=chong2 です。 

虫牙 chong2 ya2 <虫歯> 

重叠 chong2 die2 <重なり合う> 

次 chen2 の漢字は、 晨 <朝早く>、尘 <ほこり。ゴミ。ちり。浮世>、 

沉 <沈む、目方が重い>、陈 <陳列する>の四つです。 

フレーズは 「朝早く/ゴミで/沈んだ/陳さんは/、恩(en)を感じて腸ねん転(ch2)にな

った。」=chen2 です。 

凌晨 ling2 chen2 <夜明け方>/早晨zao3 chen2 <朝早く> 
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吸尘器 xi1 chen2 qi4 <掃除機> 

沉默 chen2 mo4 <沈黙する> 

陈列 chen2 lie4 <陳列する> 

次 cheng2 の漢字は、 橙 <オレンジ>、城 <城>、成 <成る>、诚 <誠の、実の

ある>、 

承 <承認の承>、程 <道のり、進んだ距離、規定>、乘 <乗じる、掛け算>の７個で

す。 

フレーズは 

「オレンジの/城が/完成して/、誠意ある/承認/工程に/乗れば/エンジェルの(eng)腸

ねん転(ch2)が治る。」=cheng2 です。 

橙子 cheng2 zi0 <オレンジ> 

大城市 da4 cheng2 shi4 <大都市> 

完成 wan2 cheng2 <完成する> 

诚意 cheng2 yi4 <誠意、真心> 

承认 cheng2 ren4 <承認> 

工程 gong1 cheng2 <工程> 

乘车 cheng2 che1 <車に乗る> 

前出の chang2 と混同しやすいので、両者のフレーズで正しく覚えましょう。 

  

次 chi2 の漢字は、 池 <池>、持 <持つ>、迟 <遅れ>の三つです。 

フレーズは 
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「池を/持つのが/遅れると/一人で(i)腸ねん転(ch2)になる。」=chi2 です。 

池塘 chi2 tang2 <池> 

保持 bao3 chi2 <保持する、現状を保つ> 

迟到 chi2 dao4 <遅刻する> 

次 chu2 の漢字は、 厨 <厨房>、橱 <たんす>、除 <除く、取り除く>の三つです。 

フレーズは 

「厨房の/たんすを/除去して/踊(u)らないと腸ねん転(ch2)になる。」=chu2 です。 

厨房 chu2 fang2 <台所> 

衣橱 yi1 chu2 <たんす> = 衣柜 yi1 gui4 <たんす> 

删除 shan1 chu2 <削除する> 

次 chuan2 の漢字は、 传 <伝える>、船 <船>の二つです。 

フレーズは 

「ファックスで/船がいる/湾(uan)に腸ねん転(ch2)患者を伝える。」=chuan2 です。 

传真 chuan2 zhen1 <ファックス> / 传统 chuan2 tong3 <伝統> 

船上交货 chuan2 shang4 jiao1 huo4 <FOB> 

次 chun2 の漢字は、 唇 <唇>、纯 <純粋な>、醇 <濃い酒、アルコール>の三つ

です。 

フレーズは 「唇からの/純粋な/アルコールで/腸ねん転(ch2)の文章(uen)が出来上が

る。」=chuen2=chun2 です。 

嘴唇 zui3 chun2 <唇> 
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纯粹 chun2 cui4 <純粋な> 

无醇啤酒 wu2 chun2 pi2 jiu3 <ノンアルコールビール> 

最後 chuang2 の漢字は、 床 <ベッド>です。 

フレーズは 「ベッドで/王様(uang)は腸ねん転(ch2)。」=chuang2 です。 

单人床 dan1 ren2 chuang2 <シングルベット>/ 双人床 shuang1 ren2 

chuang2 <ダブルベッド>/ 两层床 liang3 ceng2 chuang2 <二段ベッド> 

ch の２声のフレーズ表です。 

ch の２声の漢字 

  

ch の２声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

ch の２声の歌 “腸捻転”の歌です。オリジナルは“蝶 ”々です。出だしがチョウで同じ

です。 

音声プレーヤー 

以上で 第９９回 ch の２声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１００ 

ブログを始めて今回はなんと１００回目になりました。 

さて、今回は、子音がch の３声の漢字です。 

子音が ch の３声のキーワードは che で始まる言葉で “チェリー（cherry）”です。 

(チェリーは、サクランボウのチェリーと、人の名前のチェリーの意味が有ります。） 

漢字は１５個で、フレーズは７個です。 

先ず最初 chan3 の漢字は、 产 <産まれる>です。 

フレーズは 

「産まれたのは/、按摩屋(an)で、チェリー(ch3)。」=chan3 です。 

产生 chan3 sheng1 <生まれる、生じる> 

次 chao3 の漢字は、 炒 <炒める>、吵 <言い争う、やかましい>の二つです。 

フレーズは 

「炒め物で/言い争うと/オリンピック(ao)では、チェリー(ch3)が出てくる。」=chao3

です。 

炒饭 chao3 fan4 <チャーハン> 

吵架 chao3 jia4 <口論する> 

次 chang3 の漢字は、 敞 <家や庭が広い>、厂 <工場>、场 <場所>の三つです。 

フレーズは 

「広々した/工場の/場所には/、スバル星(ang)の、チェリー(ch3)が植わっていた。」 
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=chang3 です。 

宽敞  kuan1 chang3 <建物の内部空間が広々している> 

工厂  gong1 chang3 <工場> 

公共场所  gong1 gong4 chang3 suo3 <公共場所> 

次 chou3 の漢字は、 丑 <ぶざまである>です。 

フレーズは 

「ぶざまだね/、欧米(ou)に行ったチェリー(ch3)は。」=chou3 です。 

现丑  xian4 chou3 <恥をさらす> 

次 chong3 の漢字は、 宠 <寵愛する、かわいがる>です。 

フレーズは 

「寵愛するペットに/ジュディーオング(ong)は、チェリー(ch3)をあげる。」 

=chong3 です。 

宠物 chong3 wu4 <ペット> 

次 chi3 の漢字は、 侈 <贅沢な、大げさな>、齿 <歯状のもの>、 

尺 <物差し,1/3m>の三つです。 

フレーズは 

「贅沢な/、歯の形をした/物差しは/、チェリー(ch3)一人(i)が持っている。」=chi3

です。 

奢侈 she1 chi3 <贅沢である> 

牙齿 ya2 chi3 <歯> 

尺子 chi3 zi0 <物差し> 
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最後 chu3 の漢字は、 础 <礎、土台石>、处 <処理する、付き合う>、 

楚 <はっきりしている>、储 <蓄える>の四つです。 

フレーズは 

「イシズエの/、処理の時/、はっきりした/蓄えは/、踊っている(u) チェリー(ch3)

には無い。」=chu3 です。 

基础  ji1 chu3 <基礎> 

处理  chu3 li3 <処理する、解決する> 

清楚  qing1 chu3 <明らかである> 

储蓄  chu3 xu4 <貯蓄する> 

ch の３声のフレーズ表です。 

ch の３声の漢字 

ch の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

ch の３声の オリジナルの “チェリー” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１００回 ch の３声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０１ 

さて、今回は、子音がch の４声の漢字です。 

子音が ch の４声のキーワードは “ チークダンス ”です。 

漢字は１５個で、フレーズは１０個です。 

最初 cha4 の漢字は、 差 <同じで無い、ちがう、足りない>です。 

フレーズは 「違っている/おばさん(a)のチークダンス(ch4)。」=cha4 です。 

差不多  cha4 bu0 duo1 <たいてい> 

差点儿  cha4 dian3 er0 <危うくもう少しで> 

第９８回のch の１声にも 差 が二つ有りましたね。 

差异  cha1 yi4 <相違，差異> 

出差  chu1 chai1 <出張> 

フレーズ表の単語例を見て違いを再確認してみてください。 

次 chang4 の漢字は、 畅 <すらすら進む>、唱 <歌う>の二つです。 

フレーズは 

「すらすら/歌える/のは、スバル(ang)のチークダンス(ch4)の歌。」=chang4 です。 

流畅  liu2 chang4 <流暢（りゅうちょう）である=流利 liu2 li4 > 

唱歌  chang4 ge1 <歌を歌う> 
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次 chou4 の漢字は、 臭 <臭い>です。 

フレーズは 「超臭い/欧米人(ou)とのチークダンス(ch4)。」=chou4 です。 

臭豆腐  chou4 dou4 fu3 <チョー豆腐> 

次 che4 の漢字は、 撤 <引き上げる、取り除く>、彻 <貫く、突き通す>の二つで

す。 

フレーズは 「撤回を/徹底しろ/、腹ペコ(e)の時チークダンス(ch4)は！」=che4 で

す。 

撤消  che4 xiao1 < 取り消す、撤回する = 撤销 che4 xiao1 > 

彻底  che4 di3 <徹底> 

次 chen4 の漢字は、 衬 <下着>、趁 <なになにのうちに>の二つです。 

フレーズは 

「下着の/うちに/、恩(en)返しのチークダンス(ch4)を始めよう。」=chen4 です。 

衬衣  chen4 yi1 <肌着、下着、シャツ> 

趁人不多  chen4 ren2 bu4 duo1 <混まないうちに> 

次 cheng4 の漢字は、 秤 <はかり>です。 

フレーズは 

「秤に乗った/エンジェル(eng)は、チークダンス(ch4)を踊りだす。」=cheng4 です。 

このフレーズは “踊り出す”という u の母音を連想させる言葉が入っているので良

いフレーズではなかったと反省しています。 

电子秤  dian4 zi3 cheng4 <電子ばかり> 
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次 chi4 の漢字は、 赤 <赤>、翅 <つばさ>の二つです。 

フレーズは 

「赤い/翼/一枚(i)でのチークダンス(ch4)ははずかしい。」=chi4 です。 

面红耳赤  mian4 hong2 er3 chi4 <すごく怒っている様子> 

翅膀   chi4 bang3 <翼> 

次 chu4 の漢字は、 触 <触れる>、处 <所,場所>の二つです。 

フレーズは 

「触れられても/所かまわず/踊ろう(u)チークダンス(ch4)。」=chu4 です。 

触摸屏 chu4 mo1 ping2 <タッチパネル> 

售票处  shou4 piao4 chu4 <チケット売場、切符売り場> 

次 chuo4 の漢字は、 绰 <ゆるやかな、ゆったりした>です。 

フレーズは 

「余裕綽々で/私(uo)はチークダンス(ch4)を踊ります。」=chuo4 です。 

绰绰有余  chuo4 chuo4 you3 yu2 <余裕綽々（しゃくしゃく）> 

  

最後 chuang4 の漢字は、 创 <創造する>です。 

フレーズは 「創造主の/王様(uang)は、チークダンス(ch4)が大好き。」=chuang4

です。 

创造  chuang4 zao4 <創造> 
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ch の４声のフレーズ表です。 

ch の４声の漢字 

  

ch の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

ch の４声の歌。“チークダンス” の歌です。オリジナルは“ゲイシャワルツ”です。 

（この曲の歌詞の中に”チークダンスの悩ましさ・・・・”というフレーズが有るので

こ 

の曲を選択した次第です。） 

音声プレーヤー 

ch の１声から４声までが終わったので、子音がch の Allin 表を添付します。 

Allin ch の漢字 

以上で 第１０１回 ch の４声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０２ 

さて、今回からは、巻き舌音の第３弾 sh の漢字です。 

先ずはsh の一声からです。 
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子音が sh の１声のキーワードは sha で始まる言葉 “ 写真 ”です。 

漢字は４０個で、フレーズは１５個です。 

先ず最初 sha1 の漢字は、 沙 <砂、砂状のもの>、杀 <殺す>の二つです。 

フレーズは 「ソファーで/殺された/おばさん(a)は写真(sh1)写りが良い。」=sha1

です。 

沙发  sha1 fa1 <ソファー> / 沙漠 sha1 mo4 <砂漠> 

杀虫药  sha1 chong2 yao4 <殺虫剤> 

次 shan1 の漢字は、 珊 <珊瑚のサン>、删 <文字、文章を削除する>、衫 <ひと

えもの>、山 <山>の四つです。 

フレーズは 

「珊瑚という/字を削除した/シャツ着て/、山の/按摩(an)に行ったら、写真(sh1)に撮

られた。」=shan1 です。 

珊瑚礁 shan1 hu2 jiao1 <珊瑚（さんご）礁> 

第２５回で歌の題名が“珊瑚海”を紹介しましたので、そちらも見て下さい。、 

删除 shan1 chu2 <削除する> 

汗衫  han4 shan1 <シャツ>/ 衬衫  chen4 shan1 <Y シャツ> 

山峰 shan1 feng1 <山の峰>/ 山顶  shan1 ding3 <山頂> 

次 shao1 の漢字は、 稍 <少し>、烧 <焼く、燃やす>の二つです。 

フレーズは 「少し/焼けた/オリンピック(ao)の写真(sh1)。」=shao1 です。 

稍等  shao1 deng3 <少し待って> 

发烧  fa1 shao1 <熱が出る> 
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次 shang1 の漢字は、 商 <相談する、商い>、伤 <傷>の二つです。 

フレーズは 「商いは/傷ついた/スバル(ang)の写真(sh1)を見て行う。」=shang1 で

す。 

商业  shang1 ye4 <商業> / 商量 shang1 liang2 <相談する、打ち合わせる> 

伤害  shang1 hai4 <害する、傷つける、壊す> 

次 shou1 の漢字は、 收 <収める>です。 

フレーズは 「収めてしまおう/欧米(ou)からの写真(sh1)集。」=shou1 です。 

收拾  shou1 shi2 <片付ける、整理する> / 收入 shou1 ru4 <収入> 

次 she1 の漢字は、 奢 <贅沢である>です。 

フレーズは 「贅沢だー/。腹ペコ(e)なのに写真(sh1)機を持っている。」=she1 です。 

奢侈  she1 chi3 <贅沢である> 

次 shen1 の漢字は、 身 <身体>、伸 <伸ばす>、申 <申し述べる>、深 <深い>、 

参 <なまこ、にんじん>の５個です。 

フレーズは 

「身を/伸ばして/申し上げます/、深くにいる/なまこの/恩(en)を写真(sh1)に写す。」

=shen1 です。 

身体  shen1 ti3 <身体> 

衣来伸手  yi1 lai2 shen1 shou3 <衣服が来れば手を伸ばす> 

申请  shen1 qing3 <申請> 

深呼吸  shen1 hu1 xi1 <深呼吸> 

海参   hai3 shen1 <なまこ>/ 刺参  ci4 shen1 <まなまこ> 
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次 sheng1 の漢字は、 牲 <いけにえ>、生 <生きる、生まれる>、声 <声>、 

升 <上る>の四つです。 

フレーズは 「いけにえが/生まれた/声で/上がってきた/エンジェル(eng)の写真

(sh1)。」=sheng1 です。 

牺牲  xi1 sheng1 <いけにえ> 

生日  sheng1 ri4 <誕生日> 

声音  sheng1 yin1 <音> /  声调  sheng1 diao4 <アクセント = 音调> 

上升  shang4 sheng1 <上がる> 

次 shi1 の漢字は、 施 <施す、実施する>、失 <失う>、师 <師、先生>、湿 <湿

っている>の四つです。 

フレーズは 

「施しで/失敗した/師は/、湿った/一枚(i)の写真(sh1)になっている。」=shi1 です。 

施工 shi1 gong1 <施工する、工事する> 

失败  shi1 bai4 <失敗する> 

老师  lao3 shi1 <先生> 

抽湿  chou1 shi1 <除湿する> 

次 shu1 の漢字は、 叔 <おじさん>、殊 <特殊である>、蔬 <野菜>、书 <書物>、 

输 <輸送する、負ける>、梳 <くし、すく>、舒 <気持ちがいい>の７個です。 

フレーズは 

「おじさんが/、特殊な/野菜の/書物を/輸送する時/、くし入れして/、気持ち良く/踊

っている(u)写真(sh1)を付ける。」=shu1 です。 
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叔叔  shu1 shu0 <おじさん> 

特殊  te4 shu1 <特殊な> 

蔬菜  shu1 cai4 <野菜> 

图书馆  tu2 shu1 guan3 <図書館> 

运输  yun4 shu1 <運送。運輸> 

梳子  shu1 zi0 <くし> 

舒服  shu1 fu2 <心地よい> 

次 shua1 の漢字は、 刷 <ブラシ、刷毛で洗う>です。 

フレーズは 「ブラシで/蛙(ua)の写真(sh1)を磨く。」=shua1 です。 

牙刷  ya2 shua1 <歯ブラシ> 

  

次 shuo1 の漢字は、 说 <言う>です。 

フレーズは 「言うぞ/、私は(uo)、写真(sh1)に写りたい。」=shuo1 です。 

比方说  bi3 fang1 shuo1 <たとえば>/ 比如说  bi3 ru2 shuo1 <例えばの話> 

次 shuai1 の漢字は、 衰 <衰える>、摔 <倒れる、落ちる>の二つです。 

フレーズは 「衰えて/倒れるところを/外(uai)から写真(sh1)に撮られた。」=shuai1

です。 

衰弱 shuai1 ruo4 <衰弱する> 

摔倒 shuai1 dao3 <つまづいて転ぶ> 
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次 shuan1 の漢字は、 栓 <せん>、拴 <つなぐ、縛り付ける>の二つです。 

フレーズは 

「栓が/つながって縛られている/湾(uan)の写真(sh1)。」=shuan1 です。 

消火栓 xiao1 huo3 shuan1 <消火栓> 

拴绳子 shuan1 sheng2 zi0 <縄を張る> 

  

最後 shuang1 の漢字は、 双 <双方、ペア>、霜 <霜>の二つです。 

フレーズは 

「双方で/霜降り/王様(uang)の写真(sh1)を、撮りあう。」=shuang1 です。 

双手  shuang1 shou3 <両手> 

防晒霜 fang2 shai4 shuang1 <日焼け止めクリーム> 

sh の１声のフレーズ表です。 

sh の１声の漢字 

  

sh の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

すでに継続的にこのブログを見てこられた方は、この読み上げに違和感を持っておら

れると思います。 

①フレーズの全てを読み上げていない、途中で切れてしまっている。・・・・・これ
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は掲載できる容量の関係で途中までしか掲載できない為です。 

②中国漢字の発音が正しくないものが有る。・・・・・これは日本文を読ませる音声

ソフトを使っている為、中国語特有の発音が出来ないのです。 

巻き舌音や e , an とang の区別、eng, uan, uang, in, ing 等等。 

これについては、読み上げの中に、子音と母音のキーワードを入れてあるので、 

そのキーワードに対応した発音を自分で復唱してみるのが良いと思います。 

  

sh の１声の歌 オリジナルの “写真” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１０２回 sh の１声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０３ 

今回は、 sh の２声の漢字です。 

子音が sh の２声のキーワードは sho で始まる言葉 “ 初夜 ”です。 

漢字は１８個で、フレーズは９個です。 

sh の１声の漢字が４０個も有ったのに、２声は半分以下の１８個しか有りません。 

ちなみに３声は２３個、４声は５５個です。 

それでは先ず最初は sha2 の漢字です。 
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sha2 の漢字は、 啥 <何？>です。(什么 shen2 me0 と同じ) 

フレーズは 「何？/おばさん(a)も初夜(sh2)を迎えたの？」=sha2 

你干啥呢?  ni3 gan4 sha2 ne0 <何してるの？> 

次 shao2 の漢字は、 勺 <さじ>です。 

フレーズは 「さじを投げたい/オリンピック(ao)の初夜(sh2)。」=shao2 

汤勺  tang1 shao2 <れんげ> 

次 she2 の漢字は、 蛇 <蛇>、舌 <舌>、折 <折れる>の三つです。 

フレーズは 

「蛇は/、舌が/折れてしまって/腹ペコ(e)だ、初夜(sh2)は、とても無理。」=she2 

画蛇添足 hua4 she2 tian1 zu2 <蛇足> 

卷舌音  juan3 she2 yin1 <巻き舌音> 

腿折了  tui3 she2 le0 <足が折れた> 

次 shei2 の漢字は、 谁 <誰>です。 

フレーズは 「誰が/営業(ei)娘と初夜(sh2)を迎えるのか。」=shei2 

谁 shei2 <誰? > 

谁 はshui2 の発音も有りますが、こちらは書き言葉か公式の場合に使われ、 

通常はshei2 と発音されます。 

  

次 shen2 の漢字は、 什 <何？>、神 <神、精神、顔つき>の二つです。 

フレーズは 



 200 / 264 
 

「何？/神の/恩(en)は、初夜(sh2)のときに受けたの？」=shen2 

什么 shen2 me0 <何？> 

神经病 shen2 jing1 bing4 <いかれている> / 精神 jing1 shen2 <元気、活力> 

同じ発音の jing1 が違う意味 で使われていて面白いです。 

  

次 sheng2 の漢字は、 绳 <縄、ひも>です。 

フレーズは 「縄を付けて/、エンジェル(eng)を初夜(sh2)に向わせる。」=sheng2 

绳子 sheng2 zi0 <ひも、縄> 

次 shi2 の漢字は、 实 <事実、実際、実、果実>、食 <食べる>、时 <時間>、 

识 <知っている、見分ける>、石 <石>、拾 <拾う>の６個です。 

フレーズは 

「事実は/、食べる/時間を/知っていると/、石を/拾って/初夜(sh2)に一回(i)投げつけ

られる。」=shi2 

事实上 shi4 shi2 shang4 <事実上> 

食品 shi2 pin3 <食品> 

时间 shi2 jian1 <時間> 

认识 ren4 shi2 <見知っている> 

石榴 shi2 liu2 <ざくろ> / 钻石 zuan4 shi2 <ダイアモンド> 

拾到 shi2 dao4 <拾う> 
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次shu2 の漢字は、 塾 <塾>、熟 <熟れる、熟する>の二つです。 

フレーズは 「塾で/、熟した/踊り(u)は、初夜(sh2)に行う。」=shu2 

私塾 si1 shu2 <私塾> 

成熟 cheng2 shu2 <成熟する> 

熟 を使った単語で次の２つの単語の発音の練習をしてみてください。 

熟识 shu2 shi2 <よく人を知っていてなじみがある> 

熟悉 shu2 xi1 <熟知する> 

  

次shui2 の漢字は、 谁 <誰>です。shei2 で説明をしましたね。 

フレーズは 

「誰が/味(uei)を見るかは、初夜(sh2)の楽しみ。」=shuei2=shui2 

sh の２声のフレーズ表です。 

sh の２声の漢字  

sh の２声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

sh の２声の “初夜”の歌です。オリジナルは “冬の夜” です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１０３回 sh の２声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０４ 

今回は、 sh の３声 の漢字です。 

子音が sh の３声 のキーワードは she で始まる言葉、ひげをそる “ シェイバー ” 

です。 

漢字は２３個で、フレーズは１４個です。 

sh の３声の最初は sha3 です。 

sha3 の漢字は、 傻 <アホ>です。 

フレーズは 「アホな/おばさん(a)は、シェイバー(sh3)の使い方を知らない。」=sha3 

傻瓜 sha3 gua1 <ばか、阿呆、間抜け> 

次 shai3 の漢字は、 色 <色（話し言葉）>です。 

フレーズは 「色々な/愛(ai)があったがシェーバー(sh3)で綺麗にする。」=shai3 

色子 shai3 zi0 <サイコロ> 

（色 はse4 とも発音されますが、話し言葉で単独に用いる時には shai3 と発音し、

多くの場合r 化します。se4 は話し言葉では単独では用いず、色の意味の時には 颜

色 yan2 se4 を用います。） 

次 shan3 の漢字は、 闪 <よける、きらめく、筋を違える>です。 

フレーズは 「よけるよ/、按摩屋(an)でシェイバー(sh3)が飛んで来たら。」=shan3 

闪躲 shan3 duo3 <よける、避ける> / 躲闪 duo3 shan3 <よける、避ける> 
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次 shao3 の漢字は、 少 <少ない>です。 

フレーズは 「少ない少ない/、オリンピック(ao)のシェイバー(sh3)の数。」=shao3 

缺少 que1 shao3 <欠く、足りない、不足している> 

意味も発音も似た漢字で 小 xiao3 が有ります。 

お互い３声ですので、正確に発音しましょう。 

次 shang3 の漢字は、 赏 <ほうび、観賞する>です。 

フレーズは 

「賞与にもらった/ シェイバー(sh3)型のスバル(ang)。」=shang3 

欣赏 xin1 shang3 <鑑賞する> 

次 shou3 の漢字は、 手 <手>、首 <首>、守 <守る>の三つです。 

フレーズは 

「手/ 首を/守れるのは/、欧米(ou)のシェイバー(sh3)。」=shou3 

手机 shou3 ji1 <携帯電話> / 手表 shou3 biao3 <腕時計> 

首都 shou3 du1 <首都> 

遵守 zun1 shou3 <遵守する> 

次she3 の漢字は、 舍 <捨てる、放り出す>です。 

フレーズは 「捨てたいよ/ 腹ペコ(e)のときシェイバー(sh3)は。」=she3 

舍不得 she3 bu0 de0 <使うこと、捨てることを惜しむ> 
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次 shen3 の漢字は、 审 <審査する>です。 

フレーズは 「審査するとき/、恩人(en)のシェイバー(sh3)でひげをそる。」=shen3 

审查 shen3 cha2 <審査する> 

次sheng3 の漢字は、 省 <省略する、省>です。 

フレーズは 

「省エネは/、エンジェル(eng)がシェイバー(sh3)をやめる事から始まる。」=sheng3 

节省能源 jie2 sheng3 neng2 yuan2 <省エネ>/ 省略 sheng3 lve4 <省略> 

次 shi3 の漢字は、 史 <歴史>、驶 <運転する>、使 <使う>、始 <始まる>の四

つです。 

フレーズは 

「史和(ふみかず)が/、運転で/使い/始めた/、一つ(i)星シェイバー(sh3)。」=shi3 

（史和(ふみかず) という名前は、私の個人的な人の名前なのでフレーズには適してい

ませんが、あきらめて我慢してください。） 

別のフレーズを作るとしたら、 

「運転に/使い/始めた/歴史上/一(i)番のシェイバー(sh3)。」=shi3 

等いうのはどうでしょう。 

历史 li4 shi3 <歴史> 

驾驶 jia4 shi3 <運転する、操縦する> 

好使 hao3 shi3 <使いやすい>/ 即使 ji2 shi3 <～であっても ＝就是> 

开始 kai1 shi3 <開始> 
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次 shu3 の漢字は、 鼠 <ねずみ>、属 <属す>、薯 <芋の総称>、数 <数える（動

詞）>、 

暑 <暑い>の５個です。 

フレーズは 「鼠/ 属は/、芋を/数える/暑い日に/、踊り(u)ながらシェイバー(sh3)

で毛を剃ってしまう。」=shu3 

老鼠  lao3 shu3 <ねずみ> 

金属  jin1 shu3 <金属> 

甘薯  gan1 shu3 <サツマイモ>/ 红薯 hong2 shu3 <さつまいも> 

数零钱  shu3 ling2 qian2 <小銭を数える> 

暑假  shu3 jia4 <夏休み、夏季休暇> 

次shuai3 の漢字は、 甩 <振り回す、放る>です。面白い形の漢字ですね。 

フレーズは 

「投げ売りだー/、外(uai)に向ってシェイバー(sh3)を。」=shuai3 

甩卖 shuai3 mai4 <投売りする> 

次 shui3 の漢字は、 水 <水>です。 

フレーズは 「水の/ 味(uei)は、シェイバー(sh3)では判らない。」=shuei3=shui3 

水 shui3 <水> 

次 shuang3 の漢字は、 爽 <性格がはきはきしている、いいぞ！＝好>です。 

フレーズは 

「性格が、はきはきしている/王様(uang)は、シェイバー(sh3)を使う。」=shuang3 

直爽 zhi2 shuang3 <はきはきしている> 
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sh の３声のフレーズ表です。 

sh の３声の漢字 

たまにpdf ファイルがエラーで開けない事が有り、頭をかしげていますが、 

再度トライすると何故か開けるのです。なんでかな？と疑問・疑問？？？？ 

  

sh の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

sh の３声の “シェイバー”の歌です。 

オリジナルは “うちの女房にゃ髭(ひげ)がある” です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１０４回 sh の３声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０５ 

今回は、 sh の４声の漢字です。 

子音が sh の４声のキーワードは shi で始まる言葉で、“シューマイ” です。 

漢字は５５個で、フレーズは１６個です。 

少し数が多くて手ごわいですが、楽しんで頑張ってみましょう。 
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sh の４声の最初は sha４です。 

sha4 の漢字は、 厦 <ビルディング>です。 

フレーズは 「ビルディングから/おばさん(a)は、シューマイ(sh4)を落とした。」

=sha4 

大厦 da4 sha4 <ビルディング>/ 高楼大厦gao1 lou2 da4 sha4 <ビルディング> 

次 shai4 の漢字は、 晒 <日に当たる>です。 

フレーズは 「日に当たると/、愛(ai)は オシューマイ(sh4)になる。」=shai4 

シューマイにオを付けて “おしまいになる” という意味にしました。 

晒太阳 shai4 tai4 yang2 <ひなたぼっこ（をする）> 

次 shan4 の漢字は、 善 <善い、善良>、扇 <団扇、うちわ>の二つです。 

フレーズは 「善い/うちわだと/按摩屋(an)のシューマイ(sh4)もよく冷える。」

=shan4 

改善 gai3 shan4 <改善（する）> 

扇子 shan4 zi0 <扇子> 

次 shao4 の漢字は、 少 <若い>、绍 <紹介する>の二つです。 

フレーズは 「少年に/紹介された/オリンピック(ao)のシューマイ(sh4)。」=shao4 

少年 shao4 nian2 <少年少女>/ 男女老少 nan2 nv3 lao3 shao4 <老若男女> 

介绍  jie4 shao4 <（人を）紹介する> 

第１０４回で”少”の漢字は< 少ない > の意味の時は shao3 と３声でしたので注意

して下さい。 
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次 shang4 の漢字は、 上 <上>、尚 <流行、気風>です。 

フレーズは 「上方の/和尚は/、スバル(ang)に乗ってシューマイ(sh4)を食べに行く。」

=shang4 

晚上 wan3 shang4 <夜> 

时尚  shi2 shang4 <時代の流行> / 和尚 he2 shang4 <和尚> 

次 shou4 の漢字は、 受 <受ける>、售 <売る>、瘦 <痩せる>、寿 <長寿、長生

き>、 

兽 <けだもの、獣>、授 <授ける、与える>の６個です。 

フレーズは 「受け取ったら/売ってしまった/、痩せてるけど/長生きな/ケダモノに/、

授けてあげよう/、欧米(ou)産のシューマイ(sh4)。」=shou4 

受到 shou4 dao4 <受ける> 

销售 xiao1 shou4 <商品を販売する> 

瘦  shou4 <痩せる> 

寿司 shou4 si1 <寿司> 

怪兽 guai4 shou4 <怪獣> 

教授 jiao4 shou4 <教授> 

次 she4 の漢字は、 社 <社>、射 <射る>、舍 <家、建物>、设 <設ける>、摄 <

撮影する>の５個です。 

フレーズは 

「社で/射的の/宿舎/設立を/撮影中/、腹が減って(e)シューマイ(sh4)を食べた。」

=she4 
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社会 she4 hui4 <社会> 

注射器 zhu4 she4 qi4 <注射器> / 射的 she4 di4 <射的> 

宿舍 su4 she4 <寮、寄宿舎> 

设立 she4 li4 <設立する（組織・機構などを設置する）> / 设计 she4 ji4 <設計> 

摄像机 she4 xiang4 ji1 <ビデオカメラ>/ 摄像头 she4 xiang4 tou2 <ウエブカメ

ラ> 

次 shen4 の漢字は、 慎 <慎む、用心する>、甚 <甚だしい>、渗 <しみる>です。 

フレーズは 

「謹慎中/でさえも/しみ出てくる/恩(en)人からのシューマイ(sh4)汁。」=shen4 

慎重 shen4 zhong4 <慎重である> 

甚至 shen4 zhi4 <さらに(強調する時に使う）、even ～さえ～すら> 

渗水 shen4 shui3 <水がしみ出る> 

次 sheng4 の漢字は、 盛 <盛りである>、胜 <勝つ,景色がすばらしい>、 

剩 <あまる、残す>、圣 <聖なる>の四つです。 

フレーズは 

「盛大に/勝った/あまりを/、聖なる/エンジェル(eng)は、シューマイ(sh4)にする。」

=sheng4 

盛大 sheng4 da4 <盛大である> 

胜利 sheng4 li4 <勝利> 

剩下 sheng4 xia4 <残る、余る> 

圣诞节 sheng4 dan4 jie2 <クリスマス> 
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次 shi4 の漢字は、１６個有ります、 

是 <これはなになに>、世 <世界の世>、事 <事、事件>、市 <市場の市>、 

室 <部屋の室>、士 <武士の士>、适 <サイズが丁度いい>、誓 <誓う>、式 <一

式の式>、柿 <柿>、饰 <飾る>、试 <試す>、视 <視る、見なす>、势 <勢い>、

示 <示す>、 

释 <解釈する>の１６個です。 

これを２つのフレーズで覚えます。 

先ず最初は、 

是 <これはなになに>、世 <世界の世>、事 <事、事件>、市 <市場の市>、 

室 <部屋の室>、士 <武士の士>、适 <サイズが丁度いい>、誓 <誓う>、式 <一

式の式>、の９個です。 

フレーズは 

「これは/、世の/事/市の/事/、室では/武士が/サイズが丁度いい/、誓い/のシューマ

イ(sh4)を一(i) /式/食べている。」=shi4 

这是 zhe4 shi4 <これは～です> 

世界  shi4 jie4 <世界> 

事故 shi4 gu4 <事故> / 事实上 shi4 shi2 shang4 <事実上> 

市区  shi4 qu1 <市の中>/ 市内 shi4 nei4 <市内> 

教室 jiao4 shi4 <教室> 

兵士 bing1 shi4 <兵士、兵隊> 

适合  shi4 he2 <サイズが合っている> / 合适 he2 shi4 <丁度良い,サイズが合って

いる> 
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盟誓  meng2 shi4 <誓う、誓いを立てる> 

方式  fang1 shi4 <方式> 

残りの７個の shi4 の漢字は、 

柿 <柿>、饰 <飾る>、试 <試す>、视 <視る、見なす>、势 <勢い>、示 <示す

>、 

释 <解釈する>です。 

フレーズは 「柿を/飾って/試してみたら/視察団が/、勢いで/示した/解釈は/、シュ

ーマイ(sh4)は、一個(i)だけ。」=shi4 

西红柿 xi1 hong2 shi4 <トマト> 

配饰 pei4 shi4 <アクセサリーやファッション小物の総称> 

试试 shi4 shi0 <試してみる> / 尝试 chang2 shi4 <試みる、試してみる> 

视察 shi4 cha2 <視察する> 

运势 yun4 shi4 <運勢> 

表示 biao3 shi4 <表す、示す> 

解释 jie3 shi4 <解釈> 

次 shu4 の漢字は、 树 <樹木>、数 <数（名詞）>、束 <束>、述 <述べる>、 

术 <技術のジュツ>の５個です。 

フレーズは 

「樹木の/数を/束ねて/述べる/術で/、踊り(u)人はシューマイ(sh4)をもらう。」=shu4 

树叶 shu4 ye4 <木の葉> 

大多数  da4 duo1 shu4 <ほとんどの,大多数> 
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一束玫瑰花  yi2 shu4 mei2 gui1 hua1 <一束のバラの花> 

描述  miao2 shu4 <描写する> 

艺术  yi4 shu4 <芸術> 

次 shuo4 の漢字は、 硕 <大きい>です。 

フレーズは 「大きくなるため/、私(uo)はシューマイ(sh4)を食べる。」=shuo4 

硕士 shuo4 shi4 <修士、マスター> 

次 shuai4 の漢字は、 帅 <カッコイイ>、率 <率いる>です。 

フレーズは 「カッコよく/率いて/、外(uai)のシューマイ(sh4)を食べに行く。」

=shuai4 

帅哥 shuai4 ge1 <カッコイイ男性> 

率孩子 shuai4 hai2 zi0 <子供を連れる> 

次 shuan4 の漢字は、 涮 <ゆすぐ、箸でかき回す>です。 

フレーズは 「しゃぶしゃぶと/シューマイ(sh4)は、東京湾(uan)の名物だ。」=shuan4 

涮牛肉 shuan4 niu2 rou4 <牛肉のしゃぶしゃぶ> 

次 shui4 の漢字は、 睡 <眠る>、税 <税、税金>です。 

フレーズは 「眠っている/税金は/、シューマイ(sh4)の味(uei)探しに使おう。」

=shuei4==shui4 

睡觉 shui4 jiao4 <眠る> 

税金 shui4 jin1 <税金> 
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最後 shun4 の漢字は、 瞬 <瞬く>、顺 <順調、ついでに、順々>です。 

フレーズは 「瞬時ではなく/順順に/文章(uen)はシューマイ(sh4)の話になる。」

=shuen4=shun4 

瞬间 shun4 jian1 <瞬間> 

顺便 shun4 bian4 <ついでに> >/ 顺序shun4 xu4 <順を追って、順序> 

sh の４声のフレーズ表です。 

sh の４声の漢字 

sh の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

読み上げでは子音のキーワードと母音のキーワードも読み上げていますので、 

そのキーワードを聴いた直後、自分で発音する事をお勧めします。 

二つのキーワードで、ピンインと声調は瞬時に分かるので是非励行してみて下さい。 

shの４声の “シューマイ” の歌です。オリジナルはシューマイの粉を挽く “森の水車” 

です。 

音声プレーヤー 

子音が sh の漢字が終わったので、子音sh の Allin 表を掲載します。 

Allin sh の漢字  

以上で 第１０５回 sh の４声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０６ 

今回から子音が、 r の漢字に入りますが 

始める前に少し息抜きをしてからはじめましょう。（余興） 

冬の到来が迫って来て庭や野山の草木も冬支度を始めています。 

そこで草木の名前を調べてみました。 

知っているようで意外に知らない草木の名前の漢字を、 

日本語と中国語で対比してみたので紹介します。 

今回は二文字で木に関係する名前と、それを憶える歌を準備しました。 

二文字のキヘンの漢字 

この中で、 ウコンの 鬱 の漢字は 

「リンカーンはアメリカンコーヒーを３杯飲む」で、 

リンカーン＝林の間に缶 

は＝わ＝ワ 

アメリカン＝米 

コーヒーを＝凵 

三杯飲む＝彡 

のように覚えると簡単に覚えられます。 

覚え方を歌にしました。 

音声プレーヤー 
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さてそれでは本題に入ります。 

r の１声の漢字は１個しか無いので２声も一緒に紹介します。 

先ず子音が r の１声のキーワードは ra で始まる言葉で、“ rabbit（ウサギ）” で

す。 

reng1 の漢字で、 扔 <ほうる、投げる>です。 

フレーズは 「ボールを投げ合う/エンジェル(eng)とラビット(r1)。」=reng1 

扔球 reng1 qiu2 <ボールを投げる> 

子音が r のキーワードは、子音が l と混同しやすいので、 

お互いのキーワードは英語の l, r で始まる単語を選んで設定しています。 

次に r の２声のキーワードは ro で始まる言葉  “robot（ロボット）” です。 

ちなみに３声は record（レコード）、４声は ribbon（リボン）です。 

  

r の２声の漢字は９個です。 

最初は ran2 の漢字です。 

ran2 の漢字は、然 <正しい、ありさま>です。 

フレーズは 「その後/、按摩(an)はロボット(r2)がするようになった。」=ran2 

然后 ran2 hou4 <その後、それから> 

然 という漢字の意味はとらえどころがないのですが、日本語と同じ “当然”、“偶然“、 

”依然“、”突然” 等の用例が有ります。 
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次 rou2 の漢字は、 柔 <柔らかい>です。 

フレーズは 「柔らかい/欧米(ou)のロボット(r2)。」=rou2 

柔软体操 rou2 ruan3 ti3 cao1 <柔軟体操>/ 温柔 wen1 rou2 <おとなしい、やさ

しい（女性に対して使う）> 

次 rong2 の漢字は、 荣 <繁栄する、盛んになる>、容 <容易>、溶 <溶ける>で

す。 

フレーズは 

「繁栄したら/容易に/溶ける/、ジュディーオング(ong)のロボット(r2)です。」

=rong2 

繁荣 fan2 rong2 <繁栄する、繁栄させる> 

容易 rong2 yi4 <やさしい、たやすい> 

溶在牛奶 rong2 zai4 niu2 nai3 <牛乳に混ぜる> 

次 ren2 の漢字は、 仁 <殻の中身、愛の心、>、人 <ひと>です。 

フレーズは 「愛有る/人は/、恩(en)を感じるがロボット(r2)は、感じない。」=ren2 

杏仁豆腐 xing4 ren2 dou4 fu3 <杏仁豆腐> 

人类 ren2 lei4 <人類> 

次 reng2 の漢字は、 仍 <依然として>です。 

フレーズは 「依然として、エンジェルはロボットと仲が悪い。」=reng2 

仍然 reng2 ran2 <依然として、相変わらず＝还是> 
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最後 ru2 の漢字は、 如 <もし、なになにのごとく>です。 

フレーズは 「もし/、踊っている(u)のがロボット(r2)だったら？」=ru2 

如果 ru2 guo3 <もし> 

r の１声と２声のフレーズ表です。 

r の１、２声の漢字 

  

r の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

r の２声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

r の２声の “ロボット”の歌。これはオリジナル曲です。 

音声プレーヤー 

曲を聞いているときにフレーズ表を開けば、曲を聞きながらフレーズを確認できます

よ！ 

以上で 第１０６回 r の１声と２声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０７ 

前回の投稿で間違った事を書いてしまったので訂正です。 

曲を聞きながらフレーズ表を開くと内容の確認が出来ると書きましたが、 

自分でブログを開いてやってみたら、両方を一緒に開くことはできませんでした。 

（ブログを書いている環境では両方を同時に開けたのですが、 

投稿後の公開ページでは同時に開けませんでした。） 

 

曲を聞きながらフレーズ表を見るのは、フレーズ表のpdf ファイルを開いて、 

それを一旦パソコンに保存して、それを見ながら曲を聞くしか方法は無いのでしょう

か？ 

なにかいい方法が有ればいいのですが、知っていたら教えてください。 

  

今回は、 r の３声の漢字ですが、またまた息抜きの余興です。 

草木の名前を憶えてみようの第２弾。今回はクサカンムリに関係する２文字の名前で

す。 

日本語と中国語の対比も観察してください。 

二文字のクサカンムリの漢字表（pdf) 

二文字のクサカンムリの漢字 



 219 / 264 
 

  

２文字のクサカンムリの漢字を覚える歌です。 

音声プレーヤー 

さてさて本題に入りましょう。 

子音が r の３声のキーワードは r+e=re で始まる言葉で “ record（レコード）” 

です。 

漢字の個数は７個でフレーズも７個です。 

最初は ran3 の漢字からです。 

ran3 の漢字は、 染 <染める>です。 

フレーズは 「染まってしまったよ/、按摩屋(an)でのレコード(r3)鑑賞。」=ran3 

污染 wu1 ran3 <汚染（する）> 

次 rao3 の漢字は、 扰 <世話になる、不安を与える>です。 

フレーズは 

「世話になったので/オリンピック(ao)のレコード(r3)をあげた。」=rao3 

打扰一下 da3 rao3 yi2 xia4 <おじゃまします> 

性骚扰 xing4 sao1 rao3 <セクハラ> 

次 rang3 の漢字は、 壤 <土壌、土>です。 

フレーズは 
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「土壌へもぐってしまった/スバル(ang)は、レコード(r3)を積んでいた。」=rang3 

土壤 tu3 rang3 <土壌> 

次 ren3 の漢字は、 忍 <耐える、辛抱する>です。 

フレーズは 「忍者は/恩(en)返しをレコード(r3)の手裏剣で投げ返す」=ren3 

忍耐 ren3 nai4 <忍耐する> 

次 ru3 の漢字は、 乳 <お乳>です。 

フレーズは 「乳を振りまく/踊り(u)でレコード(r3)大賞をもらった。」=ru3 

豆乳 dou4 ru3 <豆乳> 

次 ruan3 の漢字は、 软 <柔らかい、軟式>です。 

フレーズは 「軟式ボールを/湾(uan)のレコード(r3)に向って投げる。」=ruan3 

软饮料 ruan3 yin3 liao4 <ソフトドリンク> 

最後 rui3 の漢字は、 蕊 <花のしべ>です。 

フレーズは 

「花のしべの/味(uei)は、レコード(r3)に、刻まれている。」=ruei3==rui3 

雌蕊 ci2 rui3 <めしべ> 

 

r の３声のフレーズ表です。 

r の３声の漢字 
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r の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

r の３声の歌は、オリジナルの “レコード” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１０７回 r の３声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０８ 

今回は、 r の４声の漢字ですが、ここでマタマタ余興を一発！ 

今回は木や草とは関係ないような漢字で表現される２文字の草木の名前です。 

二文字の漢字で草木に関係ないような草木の名前(pdf) 

二文字漢字の草木 

さすがにキヘンやクサカンムリに関係ない草木の名前は 

日本と中国では異なっているものが多いですね。 

覚え方の歌です。 

音声プレーヤー 
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さて余興が終わったので、r の 4 声の漢字を始めましょう。 

子音が r の４声のキーワードは r+i = ri で始まる言葉で “ ribbon（リボン）” で

す。 

漢字の個数は１０個でフレーズは８個です。 

最初は rao4 の漢字からです。 

rao4 の漢字は、 绕 <巻く、巻付ける>です。 

フレーズは 「巻ついてしまった/オリンピック(ao)でのリボン(r4)競技。」=rao4 

绕道 rao4 dao4 <回り道をする、迂回する>/ 绕路rao4 lu4 <回り道をする、迂回

する> 

次 rang4 の漢字は、 让 <なになにさせる,なになにされる>です。 

フレーズは 「受身の場合/、スバル(ang)はリボン(r4)が付かない。」=rang4 

请大家让让路 qing3 da4 jia1 rang4 rang4 lu4 <皆さんちょっと道を開けて下さい

> 

次 rou4 の漢字は、 肉 <肉>です。 

フレーズは 「肉は/、欧米(ou)からリボン(r4)で結んで輸入する。」=rou4 

青椒牛肉丝 qing1 jiao1 niu2 rou4 si1 <ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ,ﾋﾟｰﾏﾝと牛肉の細切り炒め> 

次 re4 の漢字は、 热 <熱い>です。 

フレーズは 「熱くて/腹ペコ(e)なのにリボン(r4)を腹に巻きつける。」=re4 

发热 fa1 re4 <熱がある> 
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次 ren4 の漢字は、 认 <見て知る>、任 <任せる、たとえ～であろうと>、 

饪 <調理する>の三つです。 

フレーズは 「見知って/任せた/調理は/、リボン(r4)を巻いて恩(en)人にあげる。」

=ren4 

认识 ren4 shi2 <見知っている> 

责任 ze2 ren4 <責任> 

烹饪 peng1 ren4 <料理を作る> 

次 ri4 の漢字は、 日 <日>です。 

フレーズは 「日本へは/、リボン(r4)一本(i)でつながっている。」=ri4 

日本 ri4 ben3 <日本> 

次 ru4 の漢字は、 入 <入る>です。 

フレーズは 「入りたい/踊り(u)は、リボン(r4)をくぐって入る。」=ru4 

入境申报表 ru4 jing4 shen1 bao4 biao3 <入国申告書> 

随乡入乡 sui2 xiang1 ru4 xiang1 <郷に入っては郷に従え> 

最後 ruo4 の漢字は、 弱 <弱い>です。 

フレーズは 「弱い/私に(uo)、リボン(r4)の目印。」=ruo4 

弱点 ruo4 dian3 <弱点> 

r の４声のフレーズ表です。 

r の４声の漢字 
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r の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

r の４声 “リボン” の歌です。オリジナルは、“黄色いリボン” です。 

音声プレーヤー 

子音 r が終わったので、子音 r の Allin 表を添付します。 

Allin r の漢字 

 

以上で 第１０８回 r の４声の漢字は終りです。 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１０９ 

今回からは、子音が z の漢字です。 

今回は１声の漢字です。 

子音が z の１声のキーワードは z+a = za で始まる言葉で“ 座布団 ” です。 

漢字の個数は１２個でフレーズは９個です。 

最初は za1 の漢字からです。 

za1 の漢字は、 扎 <縛る、束ねる>です。 
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フレーズは 「縛られた/おばさん(a)は座布団(z1)が欲しい。」=za1 

绑扎 bang3 za1 <くくりつける> 

次 zai1 の漢字は、 灾 <災害、災難>、栽 <栽培する、植える>です。 

フレーズは 

「災害の時/、栽培した/愛(ai)は、座布団(z1)に乗らないくらい大きくなった。」=zai1 

灾害 zai1 hai4 <災害> 

栽培 zai1 pei2 <栽培> 

次 zao1 の漢字は、 糟 <酒粕。めちゃめちゃである>です。 

フレーズは 

「めちゃめちゃな/オリンピック(ao)は、座蒲団(z1)投げて非難する。」=zao1 

糟糕 zao1 gao1 <まるでなっていない> 

次 zang1 の漢字は、 脏 <汚れている、汚い>です。 

フレーズは 「汚れてしまった/スバル(ang)の座布団(z1)。」=zang1 

肮脏 ang1 zang1 <汚い、不潔である↔干净 gang1 jing4 > 

肮 ang1 の漢字は 肮脏 ang1 zang1 という単語に使われるだけの漢字です。 

次 zong1 の漢字は、 宗 <宗派>です。 

フレーズは 

「宗派は/、ジュディーオング(ong)が座布団(z1)を敷いて迎える。」=zong1 

正宗 zheng4 zong1 <本場、正統、本筋> 
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次 zeng1 の漢字は、 增 <増える>です。 

フレーズは 「増えていく/エンジェル(eng)の座布団(z1)。」=zeng1 

增加 zeng1 jia1 <増加する> 

次 zi1 の漢字は、 资 <資産、資質>、姿 <姿、形>です。 

フレーズは 「資産を/姿にしたら/座布団(z1)一枚(i)だけ。」=zi1 

资源 zi1 yuan2 <資源> / 资产 zi1 chan3 <財産> 

姿态 zi1 tai4 <姿、形。格好> 

次 zu1 の漢字は、 租 <有料で借りる>です。 

フレーズは 「金を出して/踊ったら(u)座布団(z1)をくれた。」=zu1 

出租车 chu1 zu1 che1 <タクシー> 

最後 zun1 の漢字は、 尊 <尊敬する>、遵 <従う>です。 

フレーズは 「尊敬し/遵うのは/、文章(uen)を座布団(z1)に書いたことだけ。」

=zuen1=zun1 

尊敬 zun1 jing4 <尊敬する> 

遵守 zun1 shou3 <遵守する> 

z の１声のフレーズ表です。 

z の１声の漢字 

z の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 
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z の１声 オリジナルの “座布団” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１０９回 z の１声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１０ 

ブログの投稿回数もいよいよ１１０回になりました。 

日本も中国も警察への緊急通報は１１０番で共通なのは、なぜなのかなぁ～ 

なんて不思議に思っているのは私だけでしょうか？ 

さて、今回は、 z の２声 の漢字です。 

子音が z の２声のキーワードは z+o =zo で始まる言葉で “ 象 ” です。 

漢字の個数は９個でフレーズは６個です。 

先ず最初は za2 の漢字です。 

za2 の漢字は、 杂 <雑>です。 

フレーズは 「雑な/おばさん(a)は、象(z2)に踏み潰される。」=za2 

复杂 fu4 za2 <複雑> 

次 zan2 の漢字は、 咱 <我々>です。 

フレーズは 「我々は/、按摩屋(an)で象(z2)にマッサージされた。」=zan2 

咱们 zan2 men0 <我々> 
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次 ze2 の漢字は、 责 <責任>、则 <規則>、择 <選ぶ,選択する>の三つです。 

フレーズは 「責任に/則り/、選んだのは/腹ペコ(e)な象(z2)。」=ze2 

责任 ze2 ren4 <責任> 

规则 gui1 ze2 <規則> 

选择 xuan3 ze2 <選ぶ、選択する> 

次 zei2 の漢字は、 贼 <泥棒>です。 

フレーズは 「盗賊は/、営業(ei)から象(z2)を盗んだ。」=zei2 

乌贼 wu1 zei2 <イカ> 

次 zu2 の漢字は、 族 <一族、家族>、足 <足、足りる>です。 

フレーズは 「一族の/足は/、踊り(u)は無理だ、象(z2)の足。」=zu2 

中华民族 zhong1 hua2 min2 zu2 <中華民族> 

足球 zu2 qiu2 <サッカー> 

最後 zuo2 の漢字は、 昨 <昨日>です。 

フレーズは 「昨日/私は(uo)、象(z2)に踏まれた。」=zuo2 

昨天 zuo2 tian1 <昨日> 

z の２声のフレーズ表です。 

z の２声の漢字 

z の２声の読み上げです。 

音声プレーヤー 
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z の２声 “象” の歌です。 オリジナルは “象さん” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１１０回 z の２声の漢字は終りです。 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１１ 

今回は、 z の３声 の漢字ですが、始める前にまたまた余興を一発！ 

３文字の漢字の草木の名前です。 

日本語と中国語の名前を見比べると中国から日本に伝わってきた事が分かりますね。 

三文字漢字の草木 

この中で オジギソウ 含羞草 のフレーズに  

“羞じらいは羊がぶざまです”という文句が出て来ます。 

これは 丑 chou3 <ぶざまである>という漢字のことで  

フレーズが 

「ぶざまだね 欧米(ou)に行ったCherry(ch3)は。」=chou3の漢字をさしています。 

三文字の草木の歌です。 

音声プレーヤー 
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さて、それでは 子音が z の３声の漢字を始めましょう。 

子音が z の３声のキーワードは z+e =ze で始まる言葉で “ 銭 ” です。 

漢字の個数は１４個でフレーズは８個です。 

最初は zao3 の漢字からです。 

zao3 の漢字は、 早 <早い>、澡 <入浴する>です。 

フレーズは 「早くに/入浴して/オリンピック(ao)製の銭(z3)を洗う。」=zao3 

早饭 zao3 fan4 <朝食> 

洗澡 xi3 zao3 <入浴する> 

次 zou3 の漢字は、 走 <歩く、走る>です。 

フレーズは 「走って歩いて/欧米(ou)の銭(z3)を集めまくる。」=zou3 

一直走 yi4 zhi2 zou3 <まっすぐ行く> 

次 zong3 の漢字は、 总 <総務の総>です。 

フレーズは 「総務は/、ジュディーオング(ong)の銭(z3)も見る。」=zong3 

总经理 zong3 jing1 li3 <社長、総経理、総支配人> 

次 zen3 の漢字は、 怎 <何故？どうして？>です。 

フレーズは 「何故/恩(en)より銭(z3)の方が良いの？」=zen3 

怎么样 zen3 me0 yang4 <どうですか> 

次 zi3 の漢字は、 仔 <注意深い>、紫 <紫>、子 <息子、子供>です。 

フレーズは 

「注意深い/紫の/子供は/、一円(i)の銭(z3)より小さくならない。」=zi3 
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仔细 zi3 xi4 <注意深く> 

紫菜 zi3 cai4 <海苔> 

独生子女 du2 sheng1 zi3 nv3 <一人っ子> 

次 zu3 の漢字は、 祖 <先祖、祖先>、组 <組>、阻 <はばむ、食い止める>です。 

フレーズは 「先祖/組が/、はばむ/踊り(u)は銭(z3)が要る。」=zu3 

祖先 zu3 xian1 <祖先> 

组长 zu3 zhang3 <組長、グループリーダー> 

电阻 dian4 zu3 <抵抗> 

次 zuo3 の漢字は、 佐 <補佐する>、左 <左>です。 

フレーズは 「補佐をしている/左巻きの/私(uo)は銭(z3)に無頓着。」=zuo3 

佐料 zuo3 liao4 <調味料 薬味> 

左拐 zuo3 guai3 <左曲がり> 

最後 zui3 の漢字は、 嘴 <口>です。 

フレーズは 「口で/味わう(uei)銭(z3)の味。」=zuei3=zui3 

嘴巴 zui3 ba1 <口>/ 嘴唇 zui3 chun2 <唇> 

z の３声のフレーズ表です。 

z の３声の漢字 

z の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 
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z の３声 “銭” の歌です。 オリジナルは “銭形平次” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１１１回 z の３声の漢字は終りです。 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１２ 

今回は、 z の４声の漢字です。 

子音が z の４声のキーワードは z + i  =zi で始まる言葉そのままで “ 痔 ” です。 

漢字の個数は２５個でフレーズは１０個です。 

最初は zai4 の漢字からです。 

zai4 の漢字は、 在 <在る>、再 <再度>、载 <載せる>です。 

フレーズは 「在るよ/再度/載っかった/愛(ai)で痔(z4)になってしまう事。」=zai4 

现在xian4 zai4 <現在> 

再见 zai4 jian4 <さよなら> 

下载 xia4 zai4 <ダウンロードする> 

次 zan4 の漢字は、 暂 <しばらく、ひとまず>、赞 <ほめる、たたえる>です。 

フレーズは 「暫定的に/賛成ほめたら/按摩(an)で痔(z4)になった。」=zan4 

暂定 zan4 ding4 <暫定的に> 

赞成 zan4 cheng2 <賛成する> 
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次 zao4 の漢字は、 皂 <石鹸>、造 <製造する>、燥 <乾いている、乾燥している

>、 

噪 <鳴く、騒ぐ>の四つです。 

フレーズは 

「石鹸/製造で/、乾燥させたら/騒がしい/、オリンピック(ao)の痔(z4)の痛さ。」=zao4 

肥皂 fei2 zao4 <石鹸> 

制造 zhi4 zao4 <製造> 

干燥 gan1 zao4 <乾燥している> 

噪音 zao4 yin1 <騒音> 

次 zang4 の漢字は、 藏 <蔵、チベット>、葬 <葬式>、脏 <臓器>です。 

フレーズは 

「チベットの/葬式は/、臓器を/、スバル星(ang)の、痔(z4)の人にあげる。」=zang4 

青藏高原 qing1 zang4 gao1 yuan2 <チベット高原> 

葬礼 zang4 li3 <葬式> 

心脏 xin1 zang4 <心臓> 

次 zou4 の漢字は、 揍 <殴る、ぶつ>、奏 <奏でる、演奏する>です。 

フレーズは 「殴られても/、奏でているのは/、欧米(ou)の痔(z4)の賛歌。」=zou4 

揍了一顿 zou4 le0 yi2 dun4 <一発殴る> 

演奏 yan3 zou4 <演奏する> 
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次 zeng4 の漢字は、 赠 <贈る>です。 

フレーズは 「贈ってあげよう/エンジェル(eng)に痔(z4)の痛み。」=zeng4 

赠送 zeng4 song4 <プレゼントする> 

次 zi4 の漢字は、 字 <文字>、自 <自分の自 >です。 

フレーズは 「字は/、自ら/一つ(i)で痔(z4)を表す。」=zi4 

汉字 han4 zi4 <漢字> 

自己 zi4 ji3 <自分> 

  

次 zuo4 の漢字は、 坐 <座る>、座 <座るの名詞形>、作 <作る>、 

做 <為す、する>の四つです。 

フレーズは 「座る/、作る/、為す/の３苦で私(uo)は痔(z4)になった。」=zuo4 

座る には” 坐 <座る>、座 <座るの名詞形>” の両方が含まれています。 

请坐 qing3 zuo4 <お掛け下さい> 

订座 ding4 zuo4 <席を予約する> 

家庭作业 jia1 ting2 zuo4 ye4 <家での宿題> 

做法 zuo4 fa3 <やり方> 

次 zuan4 の漢字は、 钻 <ダイアモンド>です。 

フレーズは 「ダイアモンドが/、湾(uan)に浮かぶと、切痔(z4)になる。」=zuan4 

钻石项链 zuan4 shi2 xiang4 lian4 <ダイアモンドのネックレス> 
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最後 zui4 の漢字は、 最 <最も>、罪 <罪>、醉 <酔う>の三つです。 

フレーズは 「最大の/罪は/、酔って/味(uei)付けしたら痔(z4)になったこと。」

=zuei4=zui4 

最大 zui4 da4 <一番大きい> /  最近 zui4 jin4 <最近> 

犯罪 fan4 zui4 <犯罪（をおかす）> 

心醉 xin1 zui4 <心酔する、うっとりする> 

z の４声のフレーズ表です。 

z の４声の漢字 

z の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

z の４声 オリジナルの “ 痔 ” の歌です。 

音声プレーヤー 

子音の z が終わったので、子音が z の Allin 表を添付します。 

Allin z の漢字 

以上で 第１１２回 z の４声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１３ 

今回からは子音がc で始まる漢字です。 

先ずは、 c の１声の漢字です。 

子音が c の１声のキーワードは c +a = ca で始まる言葉で 

“ can =できる、缶 ” です。 

漢字の個数は１４個でフレーズは９個です。 

最初はca1 です。 

ca1 の漢字は、 擦 <拭く、こする>です。 

フレーズは 「こすって拭くのは/、おばさん(a)なら出来る(c1)。」=ca1 

擦掉 ca1 diao4 <ぬぐい取る> 

次 cai1 の漢字は、 猜 <当てようとする、疑う>です。 

フレーズは 「当ててごらん/愛(ai)ができるか(c1)。」=cai1 

猜测 cai1 ce4 <当てようと推測する> 

次 can1 の漢字は、 餐 <食事>、参 <参加>です。 

フレーズは 「食事に/参加するのは/、按摩屋(an)もキャン(c1)である。」=can1 

快餐 kuai4 can1 <ファーストフード> 

参加 can1 jia1 <参加> 
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次 cao1 の漢字は、 操 <操る>です。 

フレーズは 「体操は/、オリンピック(ao)でキャン(c1)である。」=cao1 

体操 ti3 cao1 <体操> 

次 cang1 の漢字は、 沧 <暗緑色（の水）>、舱 <飛行機、船の部屋の総称>、 

仓 <倉、倉庫>の三つです。 

フレーズは 

「青海原にある/客室/倉庫の/スバル(ang)は直ぐ乗れる(c1)。」=cang1 

沧海 cang1 hai3 <青海原> 

经济舱 jing1 ji4 cang1 <エコノミークラス>/商务舱 shang1 wu4 cang1 <ビジネ

スクラス> 

仓库 cang1 ku4 <倉庫> 

次 cong1 の漢字は、 匆 <せかせかする>、聪 <賢い>、葱 <ねぎ>の三つです。 

フレーズは 

「せかせかと/、賢い/ネギなら/ジュディーオング(ong)もキャン(c1)である。」

=cong1 

匆匆 cong1 cong1 <そそくさ。あたふた。慌しい> 

聪明 cong1 ming2 <賢い> 

葱 cong1 <ねぎ> 

次 cu1 の漢字は、 粗 <太い、粗い>です。 

フレーズは 「あらっぽい/踊り(u)なら出来る(c1)。」=cu1 

粗心 cu1 xin1 <そそっかしい、おおざっぱ> 
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次 cui1 の漢字は、 催 <催促する>です。 

フレーズは 

「催眠術で/味(uei)を缶(c1)から取り出してみせる。」=cuei1=cui1 

催促 cui1 cu4 <催促する> 

最後 cun1 の漢字は、 村 <村>です。 

フレーズは 

「村の/文章(uen)は、can(c1)に入れて、持ってきた。」=cuen1=cun1 

农村 nong2 cun1 <農村> 

c の１声のフレーズ表です。 

c の１声の漢字 

c の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

c の１声 オリジナルの “ can できる缶 ” の歌です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１１３回 c の１声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１４ 

今回は子音が c で始まる漢字の２回目、 c の２声の漢字です。 

子音が c の２声のキーワードは c + o = co で始まる言葉で “ コーラ ” です。 

漢字の個数は１７個でフレーズは８個です。 

先ず最初 cai2 の漢字は、 裁 <裁断する、裁定を下す>、财 <財産>、材 <材料>、 

才 <たった今、ようやく,才能>の四つです。 

フレーズは 

「総裁の/財産と/材料は/、たった今/愛(ai)のコーラ(c2)で流された。」=cai2 

总裁 zong3 cai2 <CEO 総裁、首脳> 

财产 cai2 chan3 <財産> 

材料 cai2 liao4 <材料> 

刚才 gang1 cai2 <たった今、今しがた> 

次 can2 の漢字は、 惭 <恥じる>、残 <不完全である、欠けている>です。 

フレーズは 「恥ずかしいが/、残った/コーラ(c2)を按摩屋(an)で飲む。」=can2 

惭愧 can2 kui4 <恥ずかしい> 

残留农药 can2 liu2 nong2 yao4 <残留農薬> 

次 cao2 の漢字は、 曹 <曹さん>、槽 <かいば桶>です。 

フレーズは 

「曹さんは/、かいば桶に/、オリンピック(ao)でコーラ(c2)をこぼした。」=cao2 
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曹操 cao2 cao1 <三国時代の ソウソウという人物 赤壁の戦いが有名> 

跳槽 tiao4 cao2 <転職する> 

次 cang2 の漢字は、 藏 <隠す、貯蔵する>です。 

フレーズは 

「隠して貯蔵してたら/スバル(ang)の中はコーラ(c2)の山となった。」=cang2 

快藏起来 kuai4 cang2 qi3 lai2 <早く隠れろ 

次 cong2 の漢字は、 从 <なになにから>です。 

フレーズは 

「ここから/ジュディーオング(ong)がコーラ(c2)を飲んだ。」=cong2 

从  cong2 <～から> 

次 ceng2 の漢字は、 曾 <かつて、以前に>、层 <重なる、層>です。 

フレーズは 

「かつては/、重なって/エンジェル(eng)は、コーラ(c2)を飲んだ。」=ceng2 

曾经  ceng2 jing1 <かつて、以前> 

两层床 liang3 ceng2 chuang2 <二段ベッド> 

次 ci2 の漢字は、 雌 <雌>、辞 <別れを告げる>、词 <言葉>、磁 <磁気>の四つ

です。 

フレーズは 

「雌との/別れ/言葉に/磁石を使うと/コーラ(c2)が一本(i)おまけでもらえる。」=ci2 

雌蕊 ci2 rui3 <めしべ> 
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告辞 gao4 ci2 <訪問先の主人に別れを告げる> / 辞典 ci2 dian3 <辞書> 

词典 ci2 dian3 <辞書> 

磁石 ci2 shi2 <磁石>/ 磁悬浮 ci2 xuan2 fu2 <リニアモーターカ> 

最後 cun2 の漢字は、 存 <存在する、預ける>です。 

フレーズは 「存在していた/文章(uen)にコーラ(c2)をこぼしてしまった。」

=cuen2=cun2 

存在 cun2 zai4 <存在> 

c の２声のフレーズ表です。 

c の２声の漢字 

c の２声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

c の２声 “コーラ” の歌です。 オリジナルは“ボルガ（ヴォルガ）の舟唄”です。 

ボニージャックスが歌っていた “ボルガ(ヴォルガ）の舟唄”の出だしが  

“エイ コーラ、エイ コーラ ” と始まるのでこの曲を選曲しました。 

音声プレーヤー 

以上で 第１１４回 c の２声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１５ 

今回は子音がc で始まる漢字の３回目、 c の３声の漢字です。 

子音が c の３声のキーワードは c + e = ce で始まる言葉で “ セメント ” です。 

漢字の個数は７個でフレーズは４個です。 

先ず最初 cai3 の漢字は、 踩 <踏む>、睬 <相手にする、気にかける>、 

采 <取り入れる、選び取る、採用する>、彩 <色彩>の４個です。 

” 采 ” の漢字は簡体字で、以前は日本と同じ ” 採 ” でした。 

日本でも” 采 “の漢字は「風采の上がらない人」のように使われます。 

ノ＋ツ は 爫 と同じで、人の手を象徴しています、それに ” 木 ” を加えて 果実

を採取するの意味から、一般にとるの意味を表すとのことです。 

フレーズは 

「踏んでしまい/、気にかけて/採用した/、彩色豊かな/セメント(c3)漬けの愛(ai)。」

=cai3 

踩踏 cai3 ta4 <踏みつける、踏み固める> 

不理睬 bu4 li3 cai3 <相手にしない> 

采用 cai3 yong4 <採用する> 

色彩 se4 cai3 <色彩> 
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次 can3 の漢字は、 惨 <悲惨である>です。 

フレーズは 「惨敗すると/按摩屋(an)でセメント(c3)漬けにされる。」=can3 

惨败 can3 bai4 <惨敗する> 

次 cao3 の漢字は、 草 <草>です。 

フレーズは 「草は/、オリンピック(ao)のセメント(c3)に生えている。」=cao3 

草原 cao3 yuan2 <草原> / 草莓 cao3 mei2 <イチゴ> 

最後 ci3 の漢字は、 此 <これ＝这>です。 

フレーズは 「これは/、一番(i)のセメント(c3)。」=ci3 

彼此彼此 bi3 ci3 bi3 ci3 <お互いさま> 

c の３声のフレーズ表です。 

c の３声の漢字 

 

c の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

c の３声 オリジナルの “セメント” の歌です。 

音声プレーヤー  

以上で 第１１５回 c の３声の漢字は終りです。 
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中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１６ 

今回は子音がc で始まる漢字の最終回、 c の４声の漢字です。 

子音が c の３声のキーワードは “ サイボーグ ” です。（英語では cyborg） 

漢字の個数は１５個でフレーズは９個です。 

最初 cai4 の漢字は、 菜 <野菜、おかず>です。 

フレーズは 「おかずは/、愛(ai)有るサイボーグ(c4)が、作ってくれる。」=cai4 

蔬菜shu1 cai4 <野菜> >/ 四川菜 si4 chuan1 cai4 <四川料理> 

次 can4 の漢字は、 灿 <鮮やかに輝くさま>です。 

フレーズは 

「鮮やかに輝いている/按摩(an)の名人はサイボーグ(c4)だった。」=can4 

灿烂 can4 lan4 <光り輝く、きらびやかに輝く> 

次 cou4 の漢字は、 凑 <めぐり合う,集まる>です。 

フレーズは 「めぐり合ったのは/、欧米(ou)のサイボーグ(c4)軍団。」=cou4 

不凑巧 bu2 cou4 qiao3 <あいにく> 

次 ce4 の漢字は、 册 <冊子、綴じ本>、策 <策>、厕 <かわや、トイレ>、 

测 <測る>の４個です。 

フレーズは 「短冊持って/、策を/トイレで/測るには/、腹ペコ(e)過ぎる、サイボー
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グ(c4)にやらせよう。」=ce4 

手册 shou3 ce4 <ハンドブック> 

群策群力 qun2 ce4 qun2 li4 <皆で知恵を出して力を合わせる> 

厕所 ce4 suo3 <便所> 

猜测 cai1 ce4 <当てようと推測する> 

次 ci4 の 漢字は、 次 <次>、刺 <刺す>です。 

フレーズは 「次に/刺されるのは/、一階(i)のサイボーグ(c4)。」=ci4 

下次 xia4 ci4 <次回> 

刺绣 ci4 xiu4 <刺繍（する）> / 粉刺 fen3 ci4 <にきび> 

次 cu4 の漢字は、 醋 <酢>、促 <促す>です。 

フレーズは 「酢を/催促されて/踊る(u)相手は、サイボーグ(c4)。」=cu4 

吃醋 chi1 cu4 <やきもちをやく> 

催促 cui1 cu4 <催促する> 

ci4 と cu4 の発音は似ているので注意して下さい。 

ci は口を横に引いて発音し、cu は唇を丸めて前に突き出す感じで発音しましょう。 

  

次 cuo4 の漢字は、 错 <間違い>です。 

フレーズは 「間違って/私(uo)がサイボーグ(c4)になってしまった。」=cuo4 

错误 cuo4 wu4 <間違った、正しくない> / 不错 bu2 cuo4 <素晴らしい、良い> 
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次 cui4 の漢字は、 脆 <サクサクしている>、悴 <憔悴する>です。 

フレーズは 「サクサク、し過ぎて/憔悴し/、味(uei)は、サイボーグ(c4)に見てもら

う。」=cuei4=cui4 

干脆 gan1 cui4 <行動がテキパキしている、思い切って> 

憔悴 qiao2 cui4 <憔悴する、やつれる> 

最後 cun4 の漢字は、 寸 <一寸、いっすん>です。 

フレーズは 「一寸法師の/文章(uen)には、サイボーグ(c4)は、出てこない。」

=cuen4=cun4 

尺寸 chi3 cun4 <寸法、長さ> 

c の４声のフレーズ表です。 

c の４声の漢字 

c の４声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

読み上げは日本語の読み上げソフトを使用しているので、中国語の発音は上手くあり

ません。一生懸命それらしく読み上げているので我慢してください。。 

c の４声 オリジナルの “サイボーグ” の歌です。 

音声プレーヤー 
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子音が c の漢字が終わったので Allin 表を添付します。 

Allin c の漢字  

以上で 第１１６回 c の４声の漢字は終りです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１７ 

今回からは子音がs で始まる漢字です。今回は、 s の１声の漢字です。 

子音が s の１声のキーワードは、 s + a =sa で始まる言葉 “ 桜 ” です。 

漢字の個数は１８個でフレーズは１２個です。 

先ず最初 sa1 の漢字は、 撒 <撒く>です。 

フレーズは 「ばら撒く/おばさん(a)桜色(s1)。」=sa1 

撒谎 sa1 huang3 <嘘をつく、うそを言う> 

次 sai1 の漢字は、 塞 <隙間に押し込む>です。 

フレーズは 「隙間に押し込む/愛(ai)棒で桜(s1)も花開く。」=sai1 

加塞儿 jia1 sai1 er0 <列に割り込む> 

次 san1 の漢字は、 三 <三>です。 

フレーズは 「三度の/按摩(an)で桜(s1)色。」=san1 

三分之一 san1 fen1 zhi1 yi1 <三分の一> 

次 sao1 の漢字は、 搔 <爪でかく、ひっかく>、骚 <好色である、淫ら、乱れる>

です。 
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フレーズは 

「爪でひっかく/セクハラ行為は/、オリンピック(ao)の桜(s1)の木の下。」=sao1 

搔痒 sao1 yang3 <かゆいところをかく> 

性骚扰 xing4 sao1 rao3 <セクハラ> 

次 sang1 の漢字は、 桑 <桑>です。 

フレーズは 「クワは/、スバル(ang)星の桜(s1)の変身。」=sang1 

洗桑拿 xi3 sang1 na2 <サウナに入る> 

次 song1 の漢字は、 松 <松>です。 

フレーズは 「松は/、ジュディーオング(ong)が桜(s1)と間違えた。」=song1 

放松 fang4 song1 <リラックスする>/ 轻松 qing1 song1 <リラックスする> 

次 sen1 の漢字は、 森 <森>です。 

フレーズは 「森は/、恩(en)を感じた桜(s1)で出来ている。」=sen1 

罗森 luo2 sen1 <ローソン> 

  

次 si1 の漢字は、 丝 <細切り、シルク>、司 <つかさどる>、私 <私、個人の>、 

思 <思う、感じる>の四つです。 

フレーズは 

「細切りシルクを/つかさどる/私の/思いは/、一本(i)の桜(s1)に託している。」=si1 

丝绸 si1 chou2 <シルク、絹織物> 

公司 gong1 si1 <会社> 
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隐私权 yin3 si1 quan2 <プライバシー> 

意思 yi4 si1 <意味> 

次 su1 の漢字は、 苏 <蘇州の蘇>、酥 <サクサクする。力が抜ける>です。 

フレーズは 

「蘇州は/、サクサクしているパイ/踊り(u)と桜(s1)が有名だ。」=su1 

苏州 su1 zhou1 <蘇州> 

酥饼 su1 bing3 <パイ皮に似た焼き菓子> 

次 suo1 の漢字は、 缩 <縮む、小さくなる>です。 

フレーズは 「縮んだ/私(uo)は、桜(s1)に化ける。」=suo1 

缩小 suo1 xiao3 <縮小する> 

次 sui1 の漢字は、 尿 <小便>、虽 <なになにではあるが>です。 

フレーズは 「小便/ではあるが/桜(s1)の味(uei)がする。」=suei1=sui1 

尿尿 niao4 sui1 <放尿する、小便する> 

虽然 sui1 ran2 <～ではあるが> 

最後 sun1 の漢字は、 孙 <孫>です。 

フレーズは 「孫は/、桜(s1)の作文(uen)をする。」=suen1=sun1 

孙悟空 sun1 wu4 kong1 <孫悟空> 

s の１声のフレーズ表です。 

s の１声の漢字 
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s の１声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

s の１声の桜の歌です。オリジナルは、桜です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１１７回 s の１声の漢字は終りです 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１８ 

今回は子音がs で始まる漢字の２声の漢字ですが、 

２個しかないので、３声も一緒に紹介します。 

先ず、子音が s の２声のキーワードは、 s + o =so で始まる言葉 “ ソース ” で

す。 

最初 su2 の漢字は、 俗 <風俗、風習、俗っぽい>です。 

フレーズは 「俗っぽい/踊り(u)は、ソース(s2)で味付け。」=su2 

风俗 feng1 su2 <風俗、風習 

次 sui2 の漢字は、 随 <随意に>です。 

フレーズは 「随意に/味(uei)は、ソース(s2)で変えられる。」=suei2=sui2 

入乡随俗 ru4 xiang1 sui2 su2 <郷に入れば郷に従え> 

随便 sui2 bian4 <随意に> 
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次に、子音が s の３声のキーワードは、 s + e =se で始まる言葉 “ セーラー服 ” 

です。 

漢字の個数は、１２個、フレーズは、７個です。 

最初 sa3 の漢字は、 洒 <水などをまく、注ぐ、こぼす、こぼれる>です。 

フレーズは 「注いで、こぼした/、おばさん(a)セーラー服(s3)姿。」=sa3 

洒消毒水  sa3 xiao1 du2 shui3 <消毒液を撒く> 

次 san3 の漢字は、 散 <散らばっている（形容詞）>、伞 <傘>です。 

フレーズは 

「散らばっている/傘を/按摩屋(an)はセーラー服(s3)着て集めて回る。」=san3 

散光  san3 guang1 乱視  

一把伞  yi4 ba3 san3 <一本の傘> 

次 sao3 の漢字は、 嫂 <兄嫁>、扫 <ほうきで掃く、取り除く>です。 

フレーズは 

「兄嫁の/掃除は/、オリンピック(ao)で着たセーラー服(s3)を着て行う。」=sao3 

嫂嫂 sao3 sao0 <兄嫁>/  嫂子 sao3 zi0 <兄嫁> 

打扫 da3 sao3 <掃除する> 

次 sang3 の漢字は、 嗓 <のど>です。 

フレーズは 

「喉を見せて/スバル(ang)に乗るとセーラー服(s3)のネエチャンが寄って来る。」
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=sang3 

嗓子 sang3 zi0 <喉> 

次 si3 の漢字は、 死 <死>です。 

フレーズは 

「死人は/、一張羅（イッチョウラ）(i)のセーラー服(s3)を着ていた。」=si3 

死机  si3 ji1 <パソコンが固まる> / 要死  yao4 si3 <ひどく、大変> 

次 suo3 の漢字は、 索 <探す、請求する>、锁 <鍵をかける>、所 <所>です。 

フレーズは 

「捜索の時/、鍵をかけて/所ジョージと/私(uo)は、セーラー服(s3)を着る。」=suo3 

搜索  sou1 suo3 <捜索する。> 

上锁  shang4 suo3 <鍵をかける> 

公共场所  gong1 gong4 chang3 suo3 <公共場所> 

次 sun3 の漢字は、 笋 <竹の子>、损 <損害>です。 

フレーズは 「タケノコが/大損害だと/文句(uen)をつけるセーラー服(s3)娘。」

=suen3=sun3 

竹笋  zhu2 sun3 <竹の子> 

损害  sun3 hai4 <損害、損失をこうむらせる> 

s の2 声、３声のフレーズ表です。 

s の ２、３声の漢字 
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s の2 声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

s の３声、“セーラー服”の歌です。オリジナルは、「セーラー服と機関銃」です。 

音声プレーヤー 

以上で 第１１８回 s の２、３声の漢字は終りです 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１９ 

今回は子音がs で始まる漢字の４声の漢字です。 

子音がb の１声から始まり、p,m,f,・・・・・・と回を重ねて紹介してきましたが、 

今回が最後になりました。 

次回は軽声についての紹介をして、そこで一旦このシリーズは終わりとします。 

長い間このブログにアクセスして戴いた方々に感謝致します。 

来年になったら、また新しい切り口で、紹介を始めたいと思っています。 

従って、今までの教材内容の紹介は、今回と次回だけで、 

それ以降、新しい切り口のブログでは、教材内容も新しくするつもりです。 

（フレーズを歌う教材は従来の教材だけで、新しいシリーズでは、歌う教材はやめに

します。） 

中国語を学び始めた方にとって、ピンインと声調をマスターすることはかなり高いハ

ードルです。 

私が提案している、日本語のフレーズを使って、中国語漢字の、ピンインと声調をマ
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スターする方法は、従来には無い画期的で独創的な方法なので、新しい切り口での紹

介も、そのコンセプトを保って続けたいと思います。 

それでは、子音の最終回、s の４声を始めましょう。 

子音が s の４声のキーワードは、 s + i =si で始まる言葉 “ 詩人 ” です。 

漢字の個数は２１個。フレーズは９個です。 

最初 sai4 の漢字は、 赛 <試合する>です。 

フレーズは 「競う/愛(ai)は、詩人(s4)がうまい。」=sai4 

比赛  bi3 sai4 <試合> 

次 san4 の漢字は、 散 <撒き散らす、(動詞）>です。 

フレーズは 「散歩は/、詩人(s4)が按摩屋(an)へ行く。」=san4 

散步 san4 bu4 <散歩する> 

次 sou4 の漢字は、 嗽 <せきをする>です。 

フレーズは 「咳をしている/欧米(ou)の詩人(s4)。」=sou4 

咳嗽 ke2 sou4 <咳> 

次 song4 の漢字は、 送 <送る>です。 

フレーズは 

「送る言葉は/、詩人(s4)の真似したジュディーオング(ong)の贈り物。」=song4 

送别 song4 bie2 <送別する、見送りする> 
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次 se4 の漢字は、 涩 <渋い>、色 <色>、塞 <ふさぐ>、 

啬 <ケチである。しみったれである。>の四つです。 

フレーズは 「渋い/色で/ふさがれた/ケチな/詩人(s4)は腹ペコ(e)だ。」=se4 

苦涩  ku3 se4 <苦くて渋い> 

颜色  yan2 se4 <色> 

堵塞  du3 se4 <詰まる、塞がる> 

吝啬  lin4 se4 <けちけちしている、しみったれる> 

  

次 si4 の漢字は、 寺 <寺>、似 <似る、なになにのようだ>、四 <四>です。 

フレーズは 「寺では/似ている/四人の/一人(i)は詩人(s4)になる。」=si4 

寺庙  si4 miao4 <寺>/ 佛寺fo2 si4 <寺> 

类似  lei4 si4 <類似する、似通う> 

四川菜  si4 chuan1 cai4 <四川料理> 

次 su4 の漢字は、 宿 <宿>、塑 <土や木で作った像、プラスチック>、素 <素>、 

速 <速い>、诉 <訴える、述べる>の５個です。 

フレーズは 「宿の/ビニールの/素を/、高速で/訴える/踊り(u)上手な詩人(s4)。」=su4 

宿舍  su4 she4 <寮、寄宿舎> 

塑料袋 su4 liao4 dai4 <ビニール袋> 

素食者 su4 shi2 zhe3 <ベジタリアン> / 图素  tu2 su4 <画素、ビクセル ＝像素

> / 

像素  xiang4 su4 <ビクセル、画素> 
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高速公路  gao1 su4 gong1 lu4 <高速道路>/ 快速食品  kuai4 su4 shi2 pin3 <イ

ンスタント食品> 

告诉 gao4 su4 <告げる、知らせる> 

次 suan4 の漢字は、 算 <算数の算>、蒜 <にんにく>です。 

フレーズは 

「算数と/ニンニクは/、湾岸(uan)に居る詩人(s4)では、とても無理。」=suan4 

算术 suan4 shu4 <算数> / 算了 suan4 le0 <あきらめる、やめにする> 

大蒜 da4 suan4 <にんにく> 

最後 sui4 の漢字は、 隧 <地下道、トンネル>、岁 <年、年齢を数える量詞>、碎 <

砕ける>です。 

フレーズは 「トンネルで/年取ると/砕けた/味(uei)は詩人(s4)が味わう。」

=suei4=sui4 

隧道  sui4 dao4 <トンネル> 

同岁  tong2 sui4 <同い年>/ 虚岁 xu1 sui4 <数え年>/ 周岁 zhou1 sui4 <満年齢

>/ 

实岁 shi2 sui4 <満年齢>/ 压岁钱  ya1 sui4 qian2 <子供にあげるお年玉> 

易碎品  yi4 sui4 pin3 <壊れ物> 

s の4 声のフレーズ表です。 

s の４声の漢字 

s の4 声の読み上げです。 
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音声プレーヤー 

s の4 声の オリジナルな、詩人の歌です。 

音声プレーヤー 

 

子音s が終わったので、 s の Allin 表を添付します。 

Allin s の漢字 

以上で 第１１９回 s の４声の漢字は終りです 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１２０ 

今回は「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の最終回です。 

最終回の今回は軽声について紹介します。 

中国語を学習する中で、軽声となる漢字があちこちに出て来ますが、 

教本、辞書などを比較すると、軽声で有ったり、無かったりするケースが現れ、 

学習する側にとって困惑する場合が有ります。 

そこで今回は軽声に関する基本的な内容を紹介しようと思います。 

内容はネットからの情報を含め要点をまとめたものです。 

[軽声の解説１] 

軽声は必ずほかの音節に添える形で使用するというルールがあります。 
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単独で使うことはありませんし、声調符号の表記も基本ありません。 

（当ブログでは、軽声の声調番号は “0” を用いて軽声を表しています。） 

軽声を使用するパターンは少なくとも7 種類から成っています。 

1. 動詞での後ろの音 

一文字の単体で使える動詞を敢えて重ねると、「ちょっと～してみる」という

ニュアンスに変えることができます。 

看看（kan4 kan0） 見てみる 

听听（ting1 ting0） 聞いてみる 

２. 名詞での後ろの音 

後半の音が軽声になるだけで特に意味合いに変化はありません。 

妈妈（ma1 ma0）   お母さん 

哥哥（ge1 ge0）   お兄さん 

妹妹（mei4 mei0）  妹 

３.同じ発音の単語の後ろの音 

言葉の意味合いが変わってしまいます。 

眼镜（yan3 jing4）眼鏡 [名詞] ⇒ 眼睛（yan3 jing0 又は,yan3 jing1）目 [名詞] 

买卖（mai3 mai4） 売り買いする [動詞] ⇒ 买卖 （mai3 mai0）商売 [名詞] 
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４.助詞や語気詞としての音 

～的(de0)、～地(de0)、～了(le0)、～吧(ba0)、～吗(ma0)、～呢(ne0) 

  

５.接尾語 (「子」「头」「们」等)としての音 

接尾語：それ自身は単独で用いられず，常に他の単語 

（または単語の中心的意味を負う部分)の後に結合して，いろいろの意味を添え

る。                        椅子 (yi3 zi0) イス 

枕头 (zhen3 tou0) 枕 

我们 (wo3 men0) 私たち 

  

  ６.位を示す場合の音 

房间里 (fang2 jian1 li0i ) 部屋の中 

桌子上 (zhuo1 zi0 shang0) テーブルの上 

过来 (guo4 lai0) やってくる 

上去 (shang4 qu0) 上がっていく 

  

７.詞の「个」 

三个 (san1 ge0) 3 個 

这个 (zhe4 ge0) これ 
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以上が軽声になる音節の基本パターンです。 

  

それでも、地方によっては元来の発音を保持したまま発音する場合もありますので、 

杓子定規的にとらえないようにするのも現実的です。 

基本的な知識を理解し、あとはいろんなネイティブの方と接することにより軽声の扱

い方も自然に習得することができるようになる、という説明が有りました。 

[軽声の解説２] 

上記の内容が軽声の基本ですが、2004 年３月に、辻田正雄氏の「軽声について」と

いう論文がネット上に有って、これが非常に良い研究成果なので是非一読下さい。 

論文のpdf 資料をそのまま以下に掲載します。 

軽声について 辻田正雄 

以上が軽声に関する紹介ですが、 

基本は、その漢字のもともとの声調で発音できるようになっていることが大事です。 

多くの場合、もともとの声調だったり、軽声だったり、話し手により変わるので、基

本となる声調をマスターしておくことは重要です。 

いろいろな軽声を含む用例をまとめてみましたので、参考にして下さい。 

いろいろな軽声単語 

以上で １２０回に及んだ「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」のシリ

ーズは終了です。 
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以下に１２０回の目次を添付します。 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」目次１～１２０回 

この１２０回に渡るのブログの内容は、ピンインと声調を、 

“母音のキーワード”と”子音＋声調のキーワード” の２つを使って、 

同じ発音の漢字を日本語のフレーズにして、一括して覚えるという、従来に無い学習

方法でした。 

学習の手順は、子音別に、１声、２声、３声、４声と順を追って、”フレーズ”とそれ

を覚える為の、”読み上げ” と ”歌で歌う” 教材を紹介しながら進めて来ました。 

”フレーズ” を学習すると、該当する複数の漢字の意味も、ピンインも声調も全部一緒

に覚えられるので、従来の反復学習に比べ、マスターの速さは格段に違うことを体験

していただけたと思います。 

今後の予定をお知らせ致します。 

中国語をマスターするには、ピンインもさることながら、声調をマスターすることが

非常に重要です。 

声調が正確でないと、まったく違った意味になってしまったり、相手が理解できない

事態になってしまうので、年明けからは声調のマスターを主眼においたブログを展開

しようと思います。 

準備が必要なので、しばらく時間をいただいてから、再開しようと思います。 

ご期待下さい。 



 262 / 264 
 

最後に、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」を閲覧して下さった方々

に改めて感謝申し上げます。 

ありがとうございました。 

心新たに、新しい年をお迎えください。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう １２０＋１ 

新年明けましておめでとうございます。 

新しいブログは「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」続編 という名前

で始めようと思っていますが、準備に未だ時間が掛かるので、出来るまでのつなぎと

して、今までの学習成果を確認するExcel ファイル（ファイルサイズは約８００ＫＢ

です）を準備しました。 

このファイルは、今まで紹介してきたフレーズの習得度をチェックする目的で活用で

きます。 

二文字の単語が３３００個余り並んでいて、その右の欄（Ｃ列）にその単語の声調の

番号を打ち込んでいくと、Ｄ列に ○ × の判定が出て来ます。 

×の場合は Ｅ列にその単語のピンインと声調が表示され、Ｆ列にその単語の意味が

表示されます。 

○の場合は、Ｅ、Ｆ列には何も表示されません。 
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Ｈ列は非表示になっていて表示されていませんが、ここに声調の番号が記載されてい

ます。 

実際にこの表を使って確認していく途中で、誤ってＨ列に打ち込まないようにするた

めにＨ列を非表示にしています。 

Excel の頭の部分を表示します。 

Ｃ列に単語の声調数字を打ち込めば、 Ｄ列に判定が表示されます。 

下記の例ではNO2,3,4,6,7 が間違えた声調番号を入れたので、Ｅ列、Ｆ列に表示が

出て来ます。 

Ｆ列より右の欄は対象漢字に対する記述が並んでいます。 

Ｃ列は何度でも入れなおすことが出来るので、力試しに挑戦してみてください。 

（編集を有効にしないと、数字が打ち込めないので、編集を有効にして挑戦してくだ

さい。） 

これは、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」を今まで閲覧して下さっ

た方への新年のプレゼントです。 

 A 列  Ｂ列   Ｃ列 Ｄ列 Ｅ列  Ｆ列    

  
２文字単語の声調確認ノート 

 

NO 対象単語 

声調番号１声は１、 

２声は２、３声は３、 

４声は４、軽声は0 

判定 正解は？ 日本語の意味 
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而已ならば 23 と入力

する 

1 而已 23 ○ 
  

2 而且 21 × er2 qie3 その上、そして 

3 儿子 23 × er2 zi0 息子、せがれ 

4 耳朵 43 × er3 duo3 耳 

5 耳环 32 ○ 
  

6 二姨 21 × er4 yi2 母の姉妹の上から二番目 

7 二舅 41 × er4 jiu4 母の上から二番目のおじ 

8 阿姨 12 ○ 
  

9 癌症 24 ○ 
  

  

２文字の単語の声調確認表（Excel) 

２文字の単語確認表 20200101 

  

以上で「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」は終わりです。 

次は「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の続編を開始します。 

切り口を変えて、より効果的にピンインと声調をマスターできるよう展開していきま

す。 


