
 1 / 226 
 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１ 

中国語を学ぶには、ピンインと声調（四声）を覚えなければなりませんが、単純な反

復練習でマスターするのは大変ですね。 

私は６年位中国上海に駐在していた時期が有り、中国語を学ぶ必要に迫られましたが、

どうしてもうまく覚えられずあきらめかけました。 

中国に赴任してからしばらく経って、毎週個人レッスンで中国語を教えてもらう機会

を持ちましたが、shi やxi やsi などの発音の理解に困惑し、また同時に声調の変化に

戸惑い、中国語の難しさの壁を乗り越えられない状態が延々と続きました。 

そこで反復練習では無理だと考え、中国漢字の発音を正確に覚えるにはどうしたら良

いのか？ 一度学習したら忘れない方法は無いか？を試行錯誤を行いながら、自分独

自で考えた資料をコツコツ作りながら中国語を学んできました。 

中国語を学んだ分だけ資料もだんだん蓄積されて行きました。中国での駐在が終わり

日本に帰国して、しばらく経った頃、自分の中国語のレベルがどの程度かを知りたく

て、中国語検定試験を受けてみました。結果3 級合格。２級は残念ながら不合格でし

た。特に検定試験に向けた学習はしていませんでしたが、３級には合格できました。

合格したのは何故かと考えてみたら、中国漢字のピンインと声調をに関する問題は、

ほぼ１００％間違わずに回答できたことだと思いました。自分がコツコツ作って来た

資料の効果が発揮されたと自画自賛で喜んだ次第です。 

昨年、中国語の講座が有って、それに応募して半年くらい参加しました、私は会話を

中心とした内容を希望していましたが、実際は読解の内容だったのでその後は止めて
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しましましたが、その講座のネイティブの先生から、発音がきれいですねと褒められ

たのは、お世辞かもしれませんが嬉しかったです。 

中国語の発音を正確に覚え、声調を覚える事は中国語を学ぶ上では必須です。 

ネットを見ると、中国語に関して“ピンイン”と“声調”はどのタイトルを見ても必ずつ

いて回っています。 

そしてその学習方法は、「反復練習しかない。」とか「慣れるしか仕方がない。」と

か「ネイティブの発音を聞いて耳を慣らさせる。」という従来から誰もが当然のよう

に行ってきたやり方が掲載されています。 

しかし、私が独自に蓄積してきた方法は、こういった従来のやり方とは全く違うもの

です。 

中国語を学び始めた人に、簡単にピンインと声調がマスターできる方法を具体的な教

材で紹介していきたいと思いブログを立ち上げました。 

 

一ヵ月も有れば、2000 個以上の漢字のピンインと声調が簡単マスターできます。 

自分が 楽しんで、しかも簡単に面白くて忘れない為に、いろいろな工夫を盛り込み

ました。このような「楽しい、簡単、忘れない」画期的な方法を皆さんに紹介してい

きます。 

これから私の紹介する内容は、中国語を学び始めて、ピンインと声調が理解できる人

が対象です。 

これから中国語を学びたい人は、ピンインと声調の学習を先ず始めて下さい。特に、

母音の発音が重要です。焦って色々学習しようと思っても、母音の発音が正確に出来
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るようにならないと、絶対中国語は上達しません。 

当然ネイティブのようには発音できませんが、先ずは声の出し方を練習しましょう。 

中国語は、日本語には無い発声が有るので、先ずそれを知って声を出してみましょう。

中国語をカタカナで発声するのは無理です。発声方法を知ってカタコトでいいから出

来るようになりましょう。 

基本に忠実に、正確に発音できれば必ず通じる中国語が喋れます。 

中国人でも正確に標準語を喋れる人はわずかです。 

それでも会話が成り立つのは、発音は少し位おかしくても声調が正しいからです。 

中国語を話すには、声調が重要なポイントになるわけです。 

しかし日本人にとって、声調を覚えるのは、発音を覚えるよりも、もっと大変です。 

実際の中国人は声調を覚えるのに、単語の発音によって声調を覚えています。 

日常使っている会話の中で、声調を覚えていく訳ですが、日本人の場合そのような習

慣は有りませんから、漢字の声調を覚えるなんて至難の業です。 

日本語と中国語の共通点は漢字です。 

中国は簡体字になっていますが、大半の漢字は日中共通です。              

日本語と中国語の違いは漢字の読み方です、そして中国語の漢字はその一つ一つに声

調が有ってこれを日本人が覚えるのに苦労する訳です。 

画期的な方法で、楽しく、簡単に、面白く、ピンインと声調（四声）をマスターしま

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２ 

中国語（普通語）を話すには、正確な発音と声調のコンビが必要です。 

正確な発音をするには各々の漢字をピンインで覚えていなければなりません。       

中国語を学ぼうとする日本人は、もうここで半分挫折してしまいます。 

でも安心してください、ピンインと声調を簡単にマスターできる方法が有るのです。 

中国の漢字の発音は、母音だけのものと、子音＋母音のものの２種類が有ります。 

日本語は母音は５個しかないのに、中国語は母音は３４個も有ります。 

子音は２１個です。この組み合わせに声調（四声）が加わるので、            

これを反復学習で学ぼうと思っても、普段日本語で生活している者にはとうてい無理

な学習方法ですよね。 

普段日本語で生活している者の強みは、日本語がしゃべれるという事です。 

中国の漢字は簡体字ですが、多くは日本の漢字とよく似ているので、           

苦労しなくてもすでに学習済みの状態になっています。 

読み方は解からなくても漢字の形を知っていて、しかもその意味も解っているのです

から、 

読み方と声調さえ解かればいいだけの状態まで学習されているのです。 

今までの市販の教材の多くは、中国語のネイティブが中国語を教えるというものなの

で、 

日本語を話せる人は、ひとまず日本語を忘れて中国語を学ぶという不合理なものでし

た。 
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最初からこのやり方で学習しようとすると、かなり長い間 自問自答し悩みながら学

習をする期間が続きます。 

発音が間違っているのか声調が間違っているのか、会話しても意味が伝わらない、     

発音が グオウ だか グウオ だか自信が持てない等・・・・・ 

あやふやで不安ばかりな状態を脱却して、早く次のステップに進みましょう。 

次回はいよいよ具体的な話に入っていきます。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３ 

ピンインは中国語の発音記号です。日本語のローマ字読みや英語の読み方とは違いア

ルファベットを利用して中国語漢字の発音を示すものです。 

発音記号の示す発音を知らず、ローマ字読みや英語読みで理解しようとするのは無理

です。 

例えば母音で an とang 、 in と ing、 en とeng 、uan(wan)とuang(wang)の

発音の違い とか 

er の４声の二、e の 2 声の额、yu の3 声の雨 の発音。 

子音＋母音で 

ji とzhi、qi とchi、xi と shi 

等が日本語の発音に慣れ切った日本人には難しい中国語の発音になります。 

これらの発音の仕方は、市販の教材やネットで学ぶことができます。 

私が丁寧に説明されていてわかりやすいと思ったのは、ネットで 

「中国語発音講座ー中国語スクリプト」 
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http://chugokugo-script.net/hatsuon/hatsuon.html 

という投稿です。 

中国語漢字の全ての発音を表にしたpdf ファイルを添付します。発音表 

この発音に声調（四声）を付けて意味を伝えるという事になるわけです。 

こんなにたくさんの発音が有ると思うかも知れませんが、逆にこれだけしか無いと思

うほうがポジティブで好いでしょう。 

ピンインと声調が理解できた人は次に進みましょう。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４ 

私が提案するピンインと声調を同時に覚える方法を説明します。 

先ず 

①同じピンインで同じ声調を持つ漢字を選び出します。 

②その各々の漢字の意味を調べます。 

③子音と声調のキーワードを当てはめます。 

④母音のキーワードを当てはめます。 

ここまで出来たら②③④を連結して日本語のセンテンス（文章）を作ります。 

このセンテンスで 同じピンインで同じ声調の漢字を一括に覚えます。 

特長は、あらかじめ母音のキーワードと声調を含む子音のキーワードを決めておくこ

とで、２０００個以上の漢字のピンインと声調を簡単に覚えることができる事です。 
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一例としてban と bang の発音の区別は日本人には紛らわしく面倒なので、この説明

をします。 

まず、 

ピンインがban の 1 声の漢字は「般班搬」が有ります。 

この覚え方は 

”一般的な班長さんは、引っ越す時、バットを按摩屋で振り回す。” 

というフレーズから「般班搬」の漢字は ピンインがban で声調は１声だと覚えられ

ます。 

（キーワードは バットと按摩屋です。） 

ピンインがban で３声の漢字は「版板」が有ります。 

この覚え方は 

”版画の板は按摩のベッドになる。” 

というフレーズで「版板」の漢字はピンインがban で声調が３声だと覚えられます。 

（キーワードは ベッドと按摩です。） 

ピンインがban で４声の漢字は「瓣半伴扮办拌」が有ります。 

この覚え方は 

”花びらを半分伴うおしゃれな方法は、ビールを、按摩屋で、かき混ぜ、口論する。” 

というフレーズで「瓣半伴扮办拌」の漢字は ピンインがban で声調は４声だと判り

ます。 

（キーワードは ビールと按摩屋です。） 

ここまでがピンインが ban の例です。次はピンインがbang です。 
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ピンインがbang で１声の漢字は「帮」が有ります。 

この覚え方は、 

”手助けはバットでスバルを殴ること。” 

このフレーズから「帮」の漢字はピンインがbang で声調は１声だと判ります。 

（キーワードは バットとスバルです。） 

ピンインがbang で３声の漢字は「膀绑」が有ります。 

この覚え方は、 

”二の腕を、縛り上げ、スバルのベッドに寝転がす。” 

というフレーズから「膀绑」の漢字はピンインがbang で声調は３声と判ります。 

（キーワードは ベッドとスバルです。） 

ピンインがbang で４声の漢字は「傍棒」が有ります。 

この覚え方は、 

”近寄って来た 棒で、ビールをスバルに振りかける。” 

このフレーズから「傍棒」の漢字は ピンインがbang で声調が４声だということが

判ります。 

（キーワードは ビールとスバルです。） 

どうです、以上のフレーズは案外簡単で覚えやすいでしょう！ 

以上のフレーズから ban,bang のピンインのそれぞれの声調別の漢字がまとめて覚

えられた訳です。 

同じピンインで声調が同じ、つまり同じ発音の漢字を丸ごと一緒に覚えてしまうので

す。 
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さらに、中国の漢字を書けなくても、日本語の意味で中国の漢字の発音が出来るとい

う訳です。 

面白い日本語のフレーズで、中国漢字のピンインと声調が正確に簡単に覚えられるな

んて、 

今までの苦労は一体何だったのでしょう。 

次回は ピンインが min と ming の例を挙げてみます。 

その次の回は 

キーワードの話へと進みます。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう５ 

さて前回 ”中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４”で ban とbang の覚

え方の例を紹介しましたが、今回は引き続き min とming の覚え方の紹介をしま

す。 

この二つの例で私の提案するピンインと声調を一緒に覚える方法が、簡単でしか

も忘れにくいという感覚を持っていただきたいと思います。 

ピンインがmin で２声は「民」という漢字があります。 

この漢字の覚え方は 

“民は、森の音におびえている。”というフレーズで覚えることができます。 

（キーワードは 森と音です。） 
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次にピンインが同じくmin で３声は「敏」という漢字が有ります。 

この漢字のフレーズは 

”敏感なメガネは、音が出る。” です。 

このフレーズで「敏」の漢字はピンインがmin で３声だと覚えられます。 

（キーワードは メガネと音です。） 

（なおmin の1 声と4 声には通常使用する対象漢字が有りません。） 

今度はピンインがming の漢字です。 

ピンインがming で２声の漢字は「明名」が有ります。 

この漢字のピンインと声調の覚え方は 

”明るい名前は、森の宝石。” 

というフレーズで覚えることができます。 

（キーワードは 森と宝石です。） 

ピンインがming で４声の漢字は「命」が有ります。 

この漢字のフレーズは 

”命は、宝石だ、ミサイルで助ける。” 

となります。 

（キーワードは ミサイルと宝石です。） 

（ming の1 声と３声には通常使用する対象漢字が有りません。） 
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以上で通常使用する漢字の min とming を声調別に覚えることができました。 

意外に簡単に覚えられそうでしょう！ 

これを読んでいる皆さんに、是非継承していってもらいたいです。 

未だ未だ説明が充分ではないので、よく解からない方もおられると思います。 

続いて次回も読んでいただき、実際に活用していただくのが希望です。 

ban,bang とmin,ming の場合一つのフレーズに含まれる漢字の数は少なかったです

が、 

同じピンインで同じ声調の漢字がたくさん有る場合が有ります。 

その場合は一つのフレーズには５～７個位の漢字に留め、 

別のフレーズを追加する方法を採用しました。 

例えば shi の４声の場合は「是世事市室士适誓式、柿饰试视势示释」の漢字が有り

ます。 

これを覚えるのに 

”これは、世の事市の事、室では武士がサイズが丁度いい、誓いのシューマイを一式食

べている。” 

というフレーズと 

”柿を飾って試してみたら視察団が、勢いで示した解釈は、シューマイは、一個だけ。” 

という2 つのフレーズを構成しました。 

（キーワードはいずれも シューマイと一（いち）です。） 

私が選定した以外の漢字をフレーズに加えたいという要望は当然有るでしょうから、 

これらのデータはExcel ファイルで作成してあります。 
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キーワードを自分好みに変更したいとか、新しい漢字を加えたいとかの要望に応えら

れるようにしました。 

以上今回で5 回目の投稿になりますが、まだまだ投稿は続きます。 

10 回位投稿したら、それまでの投稿を一つにまとめて投稿すれば皆さんの理解が得や

すいのかなあ？ なんて思ってます。 

さて次回は、キーワードについて話を進めて行きます。 

キーワードの原理が理解できれば、私の作ったキーワードをそのまま使うのも良し、 

あなたの好みで自由にキーワードが作っても良しとなりますよ！ 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６ 

今回はキーワードについて説明をします 

キーワードは２種類有ります。 

一つは母音のピンインを表すキーワード、もう一つは子音と声調を表すキーワードで

す。 

先ずは母音のキーワードです。 

母音だけで発音される簡単な漢字の意味とピンインをそのまま使ってキーワードにし

ます。 

中国語の母音は３５個有ります。 

母音だけのピンインの中国の漢字を母音のキーワードにしますが、その中の５個は適

当な中国の漢字が無いので日本語を当てはめました。 
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母音のキーワード表 

番号 ピンイン 中国語漢字 キーワード 

0 er 耳朵 er3 duo0 耳 

1 ａ 阿姨 a1 yi2 おばさん 

2 ａｉ 爱 ai4 愛 

3 ａｎ 按摩 an4 mo2 按摩 

4 ａｏ 
奥运会 

ao4 yun4 hui4 
オリンピック 

5 ang 昂 ang2 スバル 

6 ｏ 該当なし 尾 

7 ｏｕ 欧米 ou1 mei3 欧米 

8 ｏｎｇ 該当なし  ｼﾞｭﾃﾞｨｰｵﾝｸﾞ 

9 ｅ 饿 e4 腹ペコ 

10 ｅｉ 該当なし  営業 

11 ｅｎ 恩 en1 恩 

12 ｅｎｇ 該当なし  エンジェル 

13 yi 一   yi1 一 

14 ya 牙  ya2 歯 
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15 ye 夜  ye4 夜 

16 yin 音  yin1 音 

17 yao 药  yao4 薬 

18 yan 眼  yen3 眼 

19 you 油   you2 油 

20 ying 
瑛、攖、英 

ying1 

宝石、石、 

桜、英国 

21 yang 羊  yang2 羊 

22 yong 泳  yong3 泳ぎ 

23 ｗu 舞  wu3 踊り 

24 wa 蛙  wa1 蛙 

25 wo 我   wo3 我 

26 wai 外   wai4 外 

27 wan 湾  wan1 湾 

28 wei 味   wei4 味 

29 wen 文   wen2 文章 

30 wang 王   wang2 王 

31 weng 翁  weng1 翁 

32 yu 鱼   yu2 魚 

33 yue 月  yue4 月 
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34 yun 运  yun4 運動 

35 yuan 原  yuan2 原っぱ 

説明 

①NO5 のスバルは、スバルの意味の実際の漢字は 昴mao3 ですが、 

昂ang2 に似ているのでスバルの事にしました。 

②NO6 のo は適当な漢字が無いので オの発音そのままで尾をキーワードにしまし

た。 

③NO8 のong はong だけの漢字が無いので、有名人の名前を借用しました。 

④NO10 のei は適当な漢字が無いので、日本語の営業のエイを使います。 

⑤NO12 のeng も適当な漢字が無いので、連想しやすいエンジェルというキーワード

にしました。 

この５つ以外は母音だけの発音の漢字の意味をキーワードにしています。 

またNO31 のweng を使う漢字は無いので、合計で35 個という訳です。 

各々のキーワードに対するピンインを覚えて下さい。 

少し中国語の勉強をした人なら難しくないでしょう。 

耳と言ったら er、おばさんなら a, 愛ならai 、按摩ならan、オリンピックならao、 

スバルならang、尾ならo、欧米ならou、ジュディーオングならong、腹ペコならe、 

営業ならei、恩ならen、エンジェルならeng、イチならyi 

ここで注意です！！母音だけのピンインは NO13からNO22の先頭の文字はyです
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が子音に付く場合はi になります。但しii とダブる場合はi は一つです。 

例えば、 

子音のb に母音のyi が付くときは、bii となりますがi が二つダブルのでbi と書きま

す。子音のp に母音のyin が付くときはpiin となりますがi が二つダブルのでpin と

書きます。 

またNO23 からNO31 の先頭の文字はw ですが、子音に付く時はu になります。 

uu と重なってしまう時はu は一つです。 

その他にもピンインの書き方にはルールが設けられていますが、ここではその詳細の

説明は省略します。 

表を見ながら、母音のキーワードに対応する母音の発音を練習してください。 

この発音練習はとても重要です。 

キーワードに対する母音の発音がすんなり出るようになれば、ＯＫです。 

全ての母音のキーワードは 添付の 母音キーワード表pdf. でも確認できます。 

母音のキーワード 

ここまでが母音のキーワードの説明です。 

次に子音と声調のキーワードの説明をします。 

先ず声調ですが、各々の漢字には本来の声調が有ります。 

単語になった時に軽声になるものがたくさん有りますが、一部の例外を除き各々の漢

字には 

1 声、2 声、3 声、4 声の声調が割り振られています。 

この声調を区分するのに以下のルールを設定しました。 
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日本語の母音はあ、い、う、え、お ですね。 

一番大きく口を開けるのは 「あ」です。 

「あ」 に続いて 

２番目に大きく口を開けるのは、「お」 です。 

その次の３番目は 「え」です。 

そして４番目は、「い」です。 

これを声調の区分として使います。 

つまりキーワードの最初の言葉の語尾が 

a(あ)が１声、o(お)が２声、e(え)が３声、i(い)が４声 

というルールで子音のキーワードを作ります。 

これがキーワードを作る一番大事な規則です。 

子音は bpmfdtnlgkhjqx・・・・が有りますが、 

先ず b を例にしてキーワードを説明します。 

子音b の１声はba（バ） で始まる言葉で「バット」。 

２声はbo（ボ）で始まる言葉で「帽子」。 

３声はbe（ベ）で始まる言葉で「ベッド」。 

４声はbi（ビ）で始まる言葉で「ビール」としました。 

子音p,m,f,d,t,・・・・・についても同じようにキーワードを作っていきます。 

子音がp の場合のキーワードは、 

１声はpa（パ）で始まる言葉で「パンク」。  
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２声はpo（ポ）で始まる言葉で「ポッキー」。 

３声はpe（ペ）で始まる言葉で「ペンダント」。 

４声はpi（ピ）で始まる言葉で「ピアス」をキーワードにします。 

さらにさらに子音がm の場合は、 

１声は ma（マ）で始まる言葉で「ママ」。  

２声は mo（モ）で始まる言葉で「森」。 

３声は me（メ）で始まる言葉で「メガネ」。 

４声は mi（ミ）で始まる言葉で「ミサイル」をキーワードにします。 

このように作った子音の声調別キーワードは、覚えなくても予想できるし、 

忘れても記憶が回復できるのが強みです。 

また母音だけの発音漢字にも声調は必要なので、 

１声は a（ア）で始まる言葉で「赤とんぼ」。 

２声は o（オ）で始まる言葉で「斧（オノ）」。 

３声は e（エ）で始まる言葉で「エメラルド」。 

４声は i（イ）で始まる言葉で「生き埋め」。 

という声調のキーワードにしました。 

キーワードの決め方のルールは簡単なので、気に入らないキーワードは自分なりに作

り変えることもできます。 

一見すると、子音のキーワードの個数が多いので うんざりしてしまいがちですが、 

キーワードの作り方が簡単なので、予めキーワードだけを覚えようとする必要は有り
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ません。フレーズを見たり、聴いたりするだけですんなり頭に入って来るようになり

ます。 

子音のキーワードは 添付の子音キーワード表pdf. を参照下さい。 

子音のキーワード表 

漢字の意味に声調付子音のキーワードと母音のキーワードをつなげてフレーズにする

ことで、同じ発音漢字をまとめて正確に覚えられるのです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４及び 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう５ 

でフレーズの一部紹介をしましたが、 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４の中で２つのフレーズを再度示しま

す。 

ピンインがban の 1 声の漢字は「般班搬」が有ります。 

この覚え方は 

”一般的な班長さんは、引っ越す時、バットを按摩屋で振り回す。” 

というフレーズから「般班搬」の漢字は ピンインがban で声調は１声だと覚えられ

ます。 

（キーワードは バットと按摩屋です。） 

ピンインがban で３声の漢字は「版板」が有ります。 

この覚え方は 
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”版画の板は按摩のベッドになる。” 

というフレーズで「版板」の漢字はピンインがban で声調が３声だと覚えられます。 

（キーワードは ベッドと按摩です。） 

このように、フレーズには 漢字とピンインと声調が一緒に入っているのでとても効

率的に覚えることができる訳です。 

しかも中国の漢字が書けなくても、その意味がフレーズを通じて判るというのも良い

と思います。 

現在は漢字約 2100 個を覚えられるフレーズが出来ました。 

 

これだけの漢字が判れば、日常会話はまったく問題なく出来るようになります。 

つまり通じる発音で中国語を話せるようになる訳です。 

中国語の学習をするのに、 

何でキーワードなんていう面倒な余計な事をしなければならないの！ 

直接覚えたほうがよほど効率的じゃない！ 

中国語のネイティブなら当然その通りです。 

母国語が日本語の人が、２０００個以上の漢字の発音と声調を正確に覚えられます

か？ 

反復に次ぐ反復を繰り返さないと無理ですよね！ 

日本語を母国語として話せる人が、短時間で簡単に、しかも正確に覚えて、 
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忘れにくい方法として、私が提案する学習方法は従来には無く、 

とても有効だと思い、ブログを通じて皆さんに活用していただきたいと思います。 

従来の反復練習に依る学習方法とおさらばしましょ

う！ 

次回はフレーズ集の紹介をします。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７ 

今回はいよいよフレーズ集のお話ですが、 

前回母音のピンイン表記の説明を少し省略してしまったので、説明を加えた表を添付

します。 

母音のピンイン変化 

さて、フレーズ集は、中国の漢字を、 

母音から始まって子音がb,p,m,f・・・・・の順番に並べて、 

その漢字に対応するフレーズを羅列した表です。 

添付のファイルを参照してください。 

添付のファイルは、母音と子音がb とm のフレーズです。 

中国語教材内容最初版フレーズ集抜粋170414 

実際にはこの後、子音が f,d,t,n,l,g,k,h,j,q,x,zhi,chi,shi,r,z,c,s のフレーズが有りま

す。 
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最初の列は、通し番号です。 

2 列目は、ピンイン＋漢字＋声調。  3 列目は、漢字。 

4 列目は、子音の通し番号。     5 列目は、母音の通し番号。 

6 列目は、ピンイン。        7 列目は、日本語の意味。 

8 列目は、同じピンインで同じ声調の漢字が複数個有る場合の、フレーズの中に 

出て来る順番。 

9 列目は、声調。  10 列目は、子音のキーワード又は、母音の声調キーワード。 

11 列目は、母音のキーワード。   12 列目は、フレーズ。 

13 列目は、その漢字を使った単語例。14 列目は、その単語の発音。 

15 列目は、その単語の日本語の意味。 

という順番で構成されています。 

実際のフレーズ集は、Excel で作られているので、 

ソートや検索、置き換えが容易に行えるメリットが有ります。 

この表を初めから順番に目を通して、漢字一つ一つを確認して、 

フレーズを覚えて行くのが最初の段階です。 

フレーズを覚えるという事は、 

漢字の意味と、ピンインと声調が同時に覚えられるという事です。 

同じ発音の漢字の場合、フレーズが何度も繰り返して出て来るのが煩わしいと感じる

かも知れません。 

その時は、フレーズは一つで、複数の漢字をまとめた表も作りました。（All in 表） 
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この表を見ると、同じピンインで声調が異なる漢字が一目で判る仕組みになっていま

す。 

詳細な説明はこれからのブログの中で紹介していきます。 

一通り目を通しても、全部は頭に入らないので、何度も繰り返すのが好いのですが、 

同じやり方だと飽きてしまったり、効率が悪いので、 

次のステップは、 

この表を見なくても、フレーズを耳から聞いて覚えるという教材も作りました。 

声調別に、女性の声の読み上げソフトを使って、3 回繰り返して、読み上げていきま

す。 

（同じ子音で、声調が入り交じると覚えにくいので同じ声調にまとめたものを読み上

げます。） 

これを聞き流しているだけで、自然にフレーズを覚えてしまいます。 

詳細な説明はこれからのブログの中で紹介します。 

さらに、次のステップは、フレーズを曲にして歌わせるという教材も作ってみました。 

母音、b、p、・・・・・を声調別に曲にして、フレーズをボーカロイドに歌わせると

いう方法も作りました。これは全部で８２曲です。音楽を楽しむ感覚でフレーズが覚

えられます。 

これが私のイチオシ推奨品です。 

これもこれからのブログの中で紹介していきます。 
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ここまでは、一つの漢字の意味と発音（ピンインと声調）を覚えるという学習でした

が、 

会話をするには単語を知る事が必要です。 

単語集は市販の物がたくさん有りますが、総じてあまり効率的では無いと感じていま

す。 

単に単語の羅列を覚えようとしても、なかなか覚えられません。 

そこで、一つの漢字ごとに、その漢字が含まれる単語集を作りました。、 

一つの漢字を覚えるごとに、その漢字を使った単語も一緒に覚えられます。 

同じ漢字を含んだ複数の単語を覚えると、 

その漢字の持つ意味合いが感覚的に判って来るので、とても良いと思います。 

私はこの単語集の事を“重複単語集”と勝手に命名しています。 

この教材もこれからのブログの中で紹介していきます。 

単語に関連して、単語の中には似たような意味の漢字が二つで単語になっているもの

が多数あります。 

これらをまとめた単語集も有るので、紹介していきます。 

それから後は 

①an とang  ②en と eng ③in と ing ④uan とuang の漢字についての考察も

投稿しようと思います。 

まだまだブログは続きそうです。 
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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８ 

前回フレーズ集の、母音と子音のb とp の部分を添付資料で掲載しましたので、その

説明をします。再度資料を掲載します。 

中国語教材内容最初版フレーズ抜粋170414 

最初の列は、通し番号で、１から2148 まで有ります。 

つまり2148 個の漢字を覚える訳です。 

2 列目は、ピンイン＋漢字＋声調 が表示されています。 

これは同じ漢字でも声調が異なったり、読み方が異なるものが有るので、 

それを区別するために、このような表記の内容にしています。 

これが有効な効果として、例えば“「好」という漢字をこのExcel 表の中の３列内で検

索すると1112 番目と1113 番目に「好」という漢字が有り、 

3 声と4 声の違いで意味が異なる事が判ります。 

もう一つの例として、「会」という漢字を３列内で検索すると、 

1085 番目と1186 番目に「会」という漢字が有り、 

1085 番目は kuai 会4 で「統計する」という意味。 

1186 番目は hui 会 4 で「チャンス,出来る」という意味になる事が判ります。 

即ち、第2 列目は、漢字を特定する為のコードになっている訳です。 

言ってみれば「マイナンバー」みたいなものです。 

3 列目は、漢字です。 
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4 列目は、子音の通し番号。5 列目は、母音の通し番号で、同じ子音で始まる漢字を

抜き出したり、同じ母音を持つ漢字を抜き出したりするときに便利です。 

また漢字を、母音から始まって最後子音のs までを９列目の声調とコンビにしてソー

トすると、きれいに並び替えが出来ます。 

6 列目は、ピンイン。7 列目は、中国の漢字の日本語での意味です。 

8 列目は、同じピンインで同じ声調の漢字が複数個有る場合の、 

フレーズの中に出て来る順番です。 

この表を必要に応じてソートする時、 

同じピンイン、声調を持つ漢字の順番が正しく配列されるようこの列を加えています。 

9 列目は、声調。10 列目は、子音のキーワード又は、母音の声調キーワードです。 

11 列目は、母音のキーワード。12 列目は、フレーズです。 

正しい日本語ではないフレーズも有りますが、「記憶術」の有力な方法である、「連

想法」と「ショッキングな言葉」をイメージしてフレーズを作りました。 

頭の中で場面をイメージしながらフレーズを覚えて戴きたいと思います。 

13 列目は、その漢字を使った単語例です。一つの漢字に対して一つしか例を載せられ

ないのは残念ですが。いずれはその漢字を含む複数の常用単語をこのリストに加えて、

更に便利で活用できる表にしていきたいです。 

14 列目は、その単語の発音。15 列目は、その単語の日本語の意味。 

という順番で構成されています。 
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表記上の留意点 

1. 声調の表記はピンインの後に数字の12340 を付加して声調記号としています。 

通常はピンインの上に声調記号が付いていますが、 

私の教材は全て数字で声調を表しています。 

中国語の漢字で声調記号の付ける場所は、 

ルールが有って、下記のルールに従って付加されます。 

1,母音 a,e,o,i,u の上に付ける（敢えて王様に言う） 

2,複数母音が有る時は、上記の順番で付ける。 

3, iu 、ui の場合は後の母音に付ける。 

このルールは難しくないので、数字で声調を表しても混乱は生じないと思います。 

2. 声調別の色分け 

１声は茶色。２声は赤色。３声は青色。４声は黒色 

の色分けで、声調が一目で解るように色分けしています。 

視覚への印象を強くして、直観的に判りやすくしました。それでは実際のフレーズ表を見

てみましょう。 

 ここからは実際のフレーズ表を見ながら説明します。 

先頭は er 而2 の漢字です。 

次の er 儿2 も同じ２声の発音ですね。 

その次はer 尔 3 と er 耳 3 で 今度は３声です。 

その後はer 二 4 で４声の発音です。 
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er というピンインで３種類の声調の漢字が並んでいます。 

いずれもピンインはer なのでキーワードは「耳」になります。 

声調は２声が「斧」３声が「エメラルド」４声が「生き埋め」がキーワードなので、 

漢字の意味とキーワードをつなげてフレーズを作っています。 

「而、儿」の漢字は 

「その上（=而）子供の(=儿)耳を(=er)斧で(=２声)切り落とす。」 

＝“その上”と”子供”は er の2 声 

 

「尔、耳」の漢字は 

「たまには(=尔)耳に(=耳とer)エメラルド(=３声)を飾る。」 

＝“たまには”と“耳”はer の3 声 

 

「二」の漢字は 

「二つの(=二)耳で(=er)生き埋め(=４声)の話を聞く。」 

＝“数字の二”はer の４声 

というように、中国の漢字が書けなくても、日本語の意味が中国語の発音で解る訳で

す。 

もちろん中国の漢字も理解できた方が良いのは言うまでも有りません。 

フレーズにより、日本語の意味（＝中国の漢字）とピンインと声調が連動しているこ

とが理解できると思います。 

子音の例としてbai を見てみましょう。277 番目からです。 



 29 / 226 
 

「白」の漢字は 

「白は(=白)、愛(=ai)する人の、帽子(=b の２声)の色。」 

＝”白“はbai の２声 

 

「百、摆」の漢字は 

「百回も（＝百）揺らした（＝摆）ベッド（＝b の３声）で、愛（＝ai）を並べる。」 

＝” 百“と”揺らした“はbai の３声 

「败、拜」の漢字は 

「敗れても（＝败）、拝み倒して（＝拜）ビール（＝b の４声）を愛ちゃん（＝ai）

からもらった。」 

＝“敗れる”と“拝む”はbai の４声 

というように、自然な感じでピンインと声調がマスターできますね。 

添付のサンプルで少し試してみてください。 

最初から１００％覚えようと頑張らなくてもいいです。 

フレーズの内容を想像しながら楽しんで進めてみてください。 

従来の反復学習方法に比べ、すごいスピードで覚えてしまうのを実感できるでしょう。 

次回は”All in 表”を紹介します。 
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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９ 

今回は ”All in 表”を紹介します。 

フレーズ集で一通り目を通して、再度確認しようと思うと、同じフレーズが幾つか並

んでいて煩わしかったり、声調の違う漢字を見たかったりするとき, 

フレーズ集では使い勝手が良くないと感じた時に便利な表が ”All in 表”です。 

添付のpdf ファイルは、母音、子音がb とｐの表です。 

All in 表の抜粋 

縦の列にピンインを配置して、横の列には、同じピンインの声調別に漢字とフレーズ

をまとめています。 

存在しないピンインと声調は “無し” の表記をしています、 

存在するけど、”フレーズ集”に載っていない漢字は#N/A の記号が入っています。 

（Excel で元の ”フレーズ集” から関数を使ってこの ”All in 表” を作っているの

で、 

検索の結果、該当するピンインと声調が無い部分が#N/A になっています。 

“無し”の表記の箇所は、実際に辞書で調べて、該当する漢字が無かったので、“無し”

を入れました。） 

この表も、１声は茶色、２声は赤色、３声は青色、４声は黒色の色分けをしているの

で、 

声調記号に頼ることなく声調が一目で解ります。 
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使われない声調も一目で判るので、犯しやすい声調の誤りもチェックできます。 

また “フレーズ表” に比べてページ数も少なく、印刷して手軽に持ち歩けるので、 

外出先での学習に便利です。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１１ 

中国漢字のピンインと声調は、子音＋声調 と 母音 のキーワード を使う事で 

完璧にマスターできることを実感できたでしょうか？ 

２０００個以上の漢字のピンインと声調を日本語のフレーズによって、従来にないス

ピードでマスター出来る効果をさらにアップさせるツールを２つ作って試してみて、

効果が大きかったので紹介します。 

今回は、そのうちの１つ フレーズを耳から覚える ”読み上げ”のツールです。 

読み上げの内容は 

１、フレーズの読み上げの内容 

２、発音とキーワード 

３、フレーズを３回繰り返して次のフレーズに移ります。 

女性の声の読み上げソフトを使って作りました。 

説明するより実際に聞いたほうが解りやすいので、母音の１声、2 声、３声、４声の 

最初の２つを読み上げているフレーズを聞いてください。種類はMP3 です。 

190304_002 
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添付できる容量が5MB という事なので、中途半端なサンプルになってしまい申し訳

ありません。 

”フレーズ集” や ”All in 表” を見ながら聞けば、目と耳からの情報で記憶の効果は

高まりますし、外出の時もこれを聞き流していれば自然にフレーズが覚えられます。 

フレーズが頭に残れば、漢字の意味とピンインと声調がセットで覚えてしまいます。 

読み上げは、母音だけの漢字の１声、母音だけの漢字の２声、母音だけの漢字の３声、 

母音だけの漢字の４声、子音がb の漢字、子音がp の漢字、子音がm の漢字・・・・・・

母音がs の漢字という分類で２５種類有ります。 

1 種類の読み上げ時間は１０～２０分程度です。合計でほぼ６時間となります。 

聞いているだけでフレーズが耳から頭に入って来るので便利です。 

私の経験では、漢字が連想できるようになるまで１種類を繰り返して聞いて、不明な

漢字は 

”フレーズ集” か ”All in 表” で確認していけば、漢字もマスターできるようになり

ます。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 12 

中国語の学習をするのに、 

何でキーワードなんていう面倒な余計な事をしなければならないの！ 

直接覚えたほうがよほど効率的じゃない！と今でも思っている方には、私の提案して

いる方法はまさに邪道だとお思いでしょう。 
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しかし日本語を母国語として話す人が、短期間に確実にマスターするには、 

私が提案する方法以外には無いと考えています。 

日本語にしても中国語にしても、何度も口に出して覚えた言葉や、言い回しは 

あまり考えなくても口から自然に出てきます。 

しかしあまり使わない言葉や言い回しは、少し考えなければ出てきません。 

例えば日本語で「今日は朝から雨だね。まったくユウウツになっちゃうよ。」という

会話で、ユウウツという漢字はどう書くんだっけ？ 書ける人は人はサラサラと書け

ます。 

書けない人はうろ覚えの為、こんな感じの漢字だっけ？という具合でしょう。 

ユウウツは憂鬱と書きますが、ユウという字は大体書けそうですね。 

ウツという字は簡単には書けそうにありません。 

しかしこの漢字を覚えるのに「リンカーンはアメリカンコーヒーを3 杯飲む。」と覚

えたら、次から必ず書けるようになります。 

意味を解説しましょう。「リンカーン＝林の間に缶＝林缶林。は＝ワ。アメリカン＝

米国の米＝※。コーヒー＝コを右に90 度廻した凵とカタカナのヒ。三杯飲む＝彡。」 

と無理やり覚えれば、次からは間違いなく書けるようになります。 

フランス革命が勃発した年号は？ 1789 年ですが、 

これをそのまま覚え続けられる人は中国語もすんなり頭に入るでしょうが、 

私は「火縄(ひなわ)くすぶるフランス革命＝ひなわくすぶる＝1789 と 覚えること

で忘れないでいられます。 

化学の元素周期律表を覚えるのも、語呂合わせで覚えるのが当たり前ですよね。 
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フレーズを使って中国語を覚える方法は、最初はフレーズをそのまま覚えていきます

が、 

よく使う単語の漢字は、次第にフレーズを必要としなくなり、あたかもネイティブみ

たいに、口から言葉が自然に出て来るようになります。 

これは、フレーズのおかげで、「確信できる正しい発音と声調を」を繰り返したから

です。 

「確信できない、あやふやな発音と声調」は、声調が1 声になったり４声になったり

で、 

自己流の通じない中国語になってしまいます。 

つまり、 

フレーズは自分の頭の中に持ち歩ける、漢字のピンインと声調の辞書のような役割で

す。 

いくら覚え易いといっても、人間は忘れてしまうのが得意なので、 

“読み上げ”による再確認と、今回紹介する、音楽による再確認で記憶を活性化できま

す。 

ここからは、曲を耳で聴く方法を説明します。 

曲の構成は 

母音だけの漢字の1 声で1 曲。母音だけの漢字の２声で1 曲。母音だけの漢字の３声

で１曲。 

母音だけの漢字の４声で1 曲。以下子音のb で始まる1 声で1 曲。子音のb で始ま
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る２声で1 曲・・・・・・・最後は子音のs で始まる４声で１曲。というように作り

ました。 

曲にしなかったのは、n の１声、l の１声、g の２声、k の２声、r の１声とs の２声

の６つです。これは該当する漢字が無かったり、漢字の個数が少なかったので曲には

しませんでした。 

曲は全部で８２曲となります。 

既成の曲を使った曲は３９曲でトータル時間は１１６分。 

オリジナルの曲は４３曲でトータル時間は１１０分です。 

合計の時間は２２６分（3 時間４６分、204MB）です。ＭＰ３形式で作ってあります。 

曲調は８２曲とも全て異なる曲調を目指しましたので、フレーズの確認だけでなく、

曲としても楽しめるよう工夫をしました。 

ブログの1 回の添付資料の容量が5ＭＢとなっているので、 

今回は曲の演奏時間が短かいオリジナル曲を４曲添付します。 

曲目は ｃの3 声、セメントと m の１声、ママと p の３声、ペンダントと 

r の２声、ロボットです。 

これらの曲のフレーズは以下の様になっています。（これも添付にしたいのですが、

添付の容量がオーバーしてしまうので、本文に掲載します。） 

ｍｐ3 曲のファイル 

c の３声セメントの歌 
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c 

３声 

cai セメント 愛 踩睬采彩 踏んでしまい、気にかけて採用した、彩色豊かなセメント漬けの愛。

can セメント 按摩 惨 惨敗すると按摩屋でセメント漬けにされる。 

cao セメント 
オ リ ン ピ

ック 
草 草は、オリンピックのセメントに生えている。 

ci セメント 一 此 これは、一番のセメント。 

m の１声 ママの唄 

ｍ 

１声 

ma ママ おばさん 妈抹 ママは、雑巾でママのおばさんの顔を拭く。 

mao ママ オリンピック 猫 猫は、ママがオリンピックで抱いている。 

mo ママ 尾 摸 手で触る尾は、ママ好み。 

men ママ 恩 闷 暑苦しいママの恩。 

 P の３声 ペンダントの唄 

p 

３
pao 

ペンダ

ント 
オリンピック 跑 走って、ペンダントを、オリンピックに届ける。 
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声 

peng 
ペンダ

ント 
エンジェル 捧 すくい上げたペンダントをエンジェルにあげる 

pi 
ペンダ

ント 
一 匹 一匹の反物は、ペンダントで、一式止める。 

pin 
ペンダ

ント 
音 品 品の良い、ペンダントの音。 

pu 
ペンダ

ント 
踊る 普浦朴 普通、浦での質素な踊りは、ペンダントが必要。 

 

r の２声 ロボットの唄 

r 

２声 

ran ロボット 按摩 然 その後、按摩はロボットがするようになった。 

rou ロボット 欧米 柔 柔らかい欧米のロボット。 

rong ロボット 
ジ ュテ ィ

ong 

荣容 

溶 
繁栄したら容易に溶ける、ジュディーオングのロボットです。

ren ロボット 恩 仁人 愛有る人は、恩を感じるがロボットは、感じない。 
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reng ロボット 
エ ンジ ェ

ル 
仍 依然として、エンジェルはロボットと仲が悪い。 

ru ロボット 踊る 如 もし、踊っているのがロボットだったら？ 

このような曲を、８２曲でフレーズが確認できる訳です。 

飽きずに学習が進めることができるのは、従来には無い画期的な方法だと思います。 

”フレーズ集”と”All in 表” と”読み上げ”  と ”曲で歌う”の4 つを使いまわせば、

2000 を超える中国の漢字のピンインと声調が簡単に、確実にマスターできるという

仕組みです。 

”読み上げ”や”曲で歌う”は、添付の容量が５MB という制約上、全部公開できないのが

残念です。 

興味を持って、実際に中国語の学習に役立てたい方がいるならば、ＵＳＢメモリに保

存したものを供給しようと思います。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 13 

今回は単語についてです。 

単語に関しては、たくさんの教材が市販されています。 

私は自己学習用にExcel で単語をまとめて、新しい単語に出逢うたびに、その都度加

えて来ました。 

単語を単語だけで覚えるのは、覚えにくくて とても効率が悪いと感じながら学習し



 39 / 226 
 

てきました。 

これから本格的に中国語を学んでいく方には、もっと効率的な単語の覚え方はないも

のかと考えてみました。 

考えた結果、”フレーズ集”に単語集を加えて、漢字を覚える時に、その漢字が入って

いる単語も一緒に覚えると効率が良いのではないかと思いました。 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう７」で紹介した、 

「中国語教材内容最初版フレーズ集抜粋170414」の中の単語例の部分を、その漢字

を使った単語集に変更する事を試みてみました。 

結果、出来ました！！ 

おまけに、中国の漢字と日本の漢字の比較ができる項目も追加しました。 

中国と日本の漢字が同じものには、「日」、中国と違うものには、簡体字の「簡」と

いう文字で判別が出来るようにしました。 

また、単語になって、本来の声調が変化して軽声になったものは、単語集の中で緑色

の文字にして判別が容易に出来るようにしました。 

「中国語教材内容最初版フレーズ集抜粋170414」でのフレーズの並び順番は、 

同じピンインで１声、2 声、３声、４声の順番でしたが、 

今回改定したものは、声調別に並び替えました。 

（”読み上げ” や ”曲にして歌う”教材は、もともと声調別に作られています。） 

中国語教材内容最初版170414 の単語拡張版 
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漢字のピンインと声調の覚え方と、その漢字が実際どのように使われるかが一覧でき

る教材は世の中で初めててではないでしょうか。 

添付のサンプルで確認してみてください。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 14 

前回は、単語を“フレーズ集”に追加して、漢字を覚える時に、その漢字が入っている

単語も一緒に学習できるようにした、改定した“フレーズ集”の紹介をしました。 

今回は声調を間違えると意味が変ってしまう単語の例を５０組準備しましたので紹介

します。中国語は声調が重要であることが少し解かっていただけると思います。 

添付を参照下さい。声調が違う発音単語 

単語、ピンイン、声調、日本語の意味の他に、漢字に対応する”フレーズ”とキ”ーワー

ド”、 

同じ発音の漢字も一緒にしてリストにしてあります。 

実際に声に出して、確かめてみてください。 

さらに、単語の中には、同じ発音でも複数の意味を持つものも有ります。 

記述されている場合は、漢字を見れば意味を間違う事は有りませんが、 

会話の中では話の流れで相手の言いたいことを理解するしかありません。 

しかし相手が首をかしげる場合は、ピンインか声調を間違えている可能性が高いです。 

そんな時は、日本の漢字でもいいので書いて示せば、漢字の持っている意味から相手

はある程度意味が理解出来るので、どんどん挑戦してみてください。 

 

日本人の強みは、中国語のネイティブでは無いので、相手が理解しようと心がけてく
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れるという事です。 

 

キーワードを使った、漢字学習法のメリットは、正しい発音が無理なく覚えられ、一

度の学習で従来には無いスピードで多くの漢字をマスターできることです。 

しかも一度学習すれば忘れにくいので、忙しいあなたに是非試していただきたいです。 

 

漢字が一つの場合の発音がマスター出来たら、次は単語の発音の練習です。 

単語は漢字が2 個、３個、４個つながった形で意味を成しますが、これらの単語をど

うつなげてセンテンスを作るかが、次の課題になります。 

 

会話の場合は、短いフレーズを、いくつか話せば意味は通じます。 

しかし、通常の会話や記述は、これらの単語をいろいろとつなげて、まとまった会話

や文章（センテンス）にしなければなりませんが、表現の仕方は日本語と少し違いま

す。 

 

先ず、中国語でのセンテンスの表現方法は、日本語に比べて意味を明確に伝える内容

のセンテンスにすることが必要になります。英語でいう5W１H に近いです。 

「こんにちは」とか「さようなら」「あした又会おうね」のような場合は日本語と同

様簡単ですが、実際に明日会うとなれば、明日、何時に（いつ）、どこで（場所）、

誰が（人）、何をする（何を）というような内容をセンテンスとしてまとめて表現す

る必要が有ります。 
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日本人は出掛ける時等に、「車に注意してね」と言えば、会話は成立していますが、 

中国語で「注意車」と言っても相手は何のことか理解できません。 

具体的に車の何に注意するかを付け加えないと中国語の構文にならないのです。 

 

日本人は、「あなた分かりましたか？」「はい、分かりました」でOK なのですが、 

中国語の場合の「はい、分かりました」は、 

「見て分かった」のか、「聴いて分かった」のか、「理解できて解った」のかを表現

する必要が有ります。 

日本人の得意な、あいまい表現は中国語では存在しません。 

日本語で「わかる」という表現は「分かる」「判る」「解る」というような漢字の入

った表現になりますが、日本人の多くは、同じようなニュアンスで使っています。 

中国語ではより具体的に「わかる」を表現する必要が有るのです。 

中国語では、まとまったセンテンスの場合、各々の単語を置く場所、単語と単語をつ

なげる為の単語が決まっています。 

中国語の文法は、これを学ぶのが主になります。 

中国語には。他の外国語と違って、過去、現在、未来の構文は有りませんし、 

男性名詞や女性名詞の区分も有りませんので、どのような配列でセンテンスを作るか

が主な学習内容になります。 

日本語の文法に比べて学びやすいと、私は思っています。 

 

いろいろな文章に触れ、知らなかった表現方法や単語類を覚えていくことで中国語へ
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の理解が深まると思います。 

覚える時は発音（ピンインと声調）を正確に覚えることが必要です。 

キーワードに分解して覚えれば、正確に覚えられ、また忘れにくいです。 

私の考案したピンインと声調を学ぶ方法が、今までピンインや声調で苦労していた方

にとっての朗報で有りたいと願っています。 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 15 

 “フレーズ集”に載っている漢字は 2145 個有ります。 

この中の漢字を、 

①日本の漢字と同じもの 

②簡体字と日本の漢字で対比ができるもの 

③日本では通常使われていない漢字の３種類に区分すると、 

①日本の漢字と同じものは 1198 個 

②簡体字と日本の漢字で対比ができるものは 571 個 

③日本では通常使われていない漢字は 376 個に分類できます。 

日本の漢字と同形の漢字が多いのでラッキーです。 

さて今回は 

②の簡体字と日本の漢字で対比ができるものと 
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③の日本では通常使われていない漢字をリストにしましたので紹介します。 

配列は中国漢字の声調別になっています。 

②中語簡体字と日本の漢字の対応表 

③中日本では普段使われない中国の漢字 

②の簡体字のリストでは、容易に理解できる漢字と、エェ！こんな風になっちゃうの！

という漢字が有るので目を通してみてください。 

③の日本では通常使われていない漢字の中には、中国語を学ぶ上で重要な漢字が有り

ます。 

これらの漢字は、覚えるしか仕方ありません。 

どんな雰囲気の漢字が有るのか目を通してみてください。 

漢字を分解して、どんな漢字同士が組み合わさっているのかをみると、 

少し覚えやすくなりますよ。中国語は、右を向いても左を向いても全部漢字です。 

日本語なら、知らない漢字はひらがなやカタカナを使いますが、 

中国語ではピンインを使います。 

でもカッコ悪いので、スマホで漢字を検索するというのが今風です。 
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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 16 

今回は中国語の発音について、王道を行く教本や教材では得られない発音のヒントを

紹介したいと思います。 

但し、巻き舌音と母音がe、ウムラウト付きのu の発音については、 

王道の教本や教材で学んでください。 

ここでは、何度練習しても難しい発音について6 つのポイントで説明します。 

①母音がan と ang , en とeng, in と ing, uan と uang の4 種類についての発音

アドバイス。 

②腹ペコ（e ）の発音への応援！ 

③油の味は文章で伝える 

  母音が、油 (iou),味(uei),文章(uen) の発音のアドバイス。 

④ fu とhu の発音のポイント。 

⑤ 母音が i 形の場合の口の動きのアドバイス。 

⑥ zi,ci,si と zu,cu,su の発音のポイント 

それでは添付の資料を見て下さい。 

中国語発音のヒント1 
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先ずは全ての発音が載っている音節表を掲載して、その表の中で、何度練習しても難

しい発音について6 つのポイントを説明しています。 

発音をマスターして、漢字の発音ができるようになれば、 

次は単語の種類を増やしていきましょう。 

やみくもに単語をマスターしようと思っても、なかなか思う通りには覚えらないので、 

効率的な覚え方をこれから紹介していきます。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 17 

単語の学習についての紹介をしようと思いましたが、その前に一つ一つの漢字の発音

を良く理解しないと単語もあやふやになってしまうので、再度フレーズの話をしたい

と思います。 

フレーズは、“フレーズ集”、“All in 表”、”読み上げ“、”曲で聴く“ 

の4 つの方法で覚えられますが、気楽に学べるのは ”曲で聴く“ 方法です。 

これからしばらく、この”曲で聴く“を紹介したいと思います。 

このブログの 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう12」で 

c の3 声（セメント）、m の 1 声（ママ）、p の３声（ペンダント）、r の２声（ロ

ボット） 

を紹介しましたが、続けて曲を紹介していきたいと思います。 

これからは、３曲ずつ曲の頭の部分を紹介していきます。 

漢字とフレーズの対応を太字の色付けで示していますので、フレーズを覚える事で漢

字とピンイン、声調を一緒に覚えてしまう事を実感してください。 
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190320_013 母音の３声、４声とb の1 声 

 

分類 

声調 
ピンイン 子音 母音 漢字 フレーズ 

母音 

３声 

er エメラルド 耳 尔耳 たまには耳にエメラルドを飾る。 

ai エメラルド 愛 矮 背が低いのでエメラルドで愛を買う。 

ou エメラルド 欧米 呕藕偶 吐いたレンコンに偶然欧州産のエメラルドが混じっていた。

e エメラルド 腹ペコ 恶 むかつくよ、腹ペコのときエメラルドをもらっても。 

母音 

４声 

er 生き埋め 耳 二 二つの耳で生き埋めの話を聞く。 

ai 生き埋め 愛 爱碍 愛を妨害して生き埋めにされた。 

an 生き埋め 按摩 案暗岸按 案内された、暗い岸辺の按摩屋で生き埋めにされる。 

ao 生き埋め 
オリンピ

ック 
傲 傲慢なやつはオリンピックで生き埋めにする 

b の 

１声 

ba 
バット マ

ン 
おばさん 巴八 待ち焦がれた八百屋のおばさんはバットを振り回す。 

ban 
バット マ

ン 
按摩 般班搬 一般的な班長さんは、引っ越す時、バットを按摩屋で振り回す。

bao 
バット マ

ン 

オリンピ

ック 
包 包んだバットで、オリンピックへ出場する。 
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bang 
バット マ

ン 
スバル 帮 手助けはバットでスバルを殴ること。 

一回に掲載できる曲の長さは約３分なので、曲の全部を掲載する事が無理なため、曲の頭の部分を

切り出して、３曲を1 セットにして紹介する事にしました。 

歌に続いて、口に出せばフレーズが簡単に覚えられます。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 1８ 

曲で聴くの2 回目です。今回は b の４声、p の１声、p の４声の頭の部分です。 

これらの漢字の意味を先ず掲載します。 

爸 ba4 お父さん 

把 ba4 取っ手 

罢 ba4 止める、放棄する 

败 bai4 敗北する 

拜 bai4 拝む 

瓣 ban4 花びら 

半 ban4 半分 

伴 ban4 伴う 

扮 ban4 装う、扮する 

办 ban4 方法 

拌 ban4 かき混ぜる、口論する 



 49 / 226 
 

暴 bao4 暴力的な、露出する 

爆 bao4 爆発 

抱 bao4 抱く 

报 bao4 新聞、回答する 

   
趴 pa1 うつ伏せ 

拍 pai1 手の平で軽くたたく,撮影する 

坡 po1 坂 

泼 po1 （液体を）まく、ぶっ掛ける 

剖 pou1 切り開く、断ち割る 

   
怕 pa4 怖い 

派 pai4 派遣する 

盼 pan4 待ち望む 

判 pan4 判定する 

炮 pao4 爆竹、発破、 

泡 pao4 泡 

漢字の意味とフレーズが好く合致していることがお判りでしょう。 

キーワードを導入することで、漢字とピンインと声調が簡単に覚えられます。 
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分類 

声調 
ピンイン 子音 母音 漢字 フレーズ 

b の 

４声 

ba ビール おばさん 爸把罢 お父さんは取っ手を放棄しておばさんとビールを飲んだ。 

bai ビール 愛 败拜 敗れても、拝み倒してビールを愛ちゃんからもらった。 

ban ビール 按摩 瓣半伴扮办拌 
花びらを半分伴うおしゃれな方法は、ビールを、按摩屋で、

混ぜ、口論する。 

bao ビール 
オリンピッ

ク 
暴爆抱报 

暴力なら、爆弾抱いて新聞に載ればビールがオリンピックで宣伝

になる。 

p の 

１声 

pa パンク おばさん 趴 うつぶせでパンクしたおばさん。 

pai パンク 愛 拍 手の平で軽くたたくと、愛が、パンクする。 

po パンク 尾 坡泼 坂で液体を撒いたら、尾が刺さって、パンクした。 

pou パンク 欧米 剖 腹を切り開くことを、欧米では、パンクという。 

p の 

４声 

pa ピアス おばさん 怕 怖がるおばさんに、ピアスをさした。 

pai ピアス 愛 派 派遣され、ピアスと愛を失った。 

pan ピアス 按摩 盼判 待ち望んだ判定は、按摩屋は、ピアスをしてもＯＫである。

pao ピアス 

オリンピッ

ク 

  

  

炮泡 爆竹で泡だらけのピアスを、オリンピックでばら撒く。 
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b の４声、p の１声、p の４声の曲 190320_014   

さて、今回はもう一つ話題を提供します。 

中国語を学習する時、日本語に対応する中国語を書いてみるのが、漢字、ピンイン、

声調を学ぶ上でとても良い方法です。 

この時、漢字で文章を書いて、その次にピンインと声調を書いてみるのが有効な手段

です。 

例えば、「私達は中国語を習います。」という日本語に対応して 

「我们学习汉语。」と書いてそれに続いて、 

「wo3 men0 xue2 xi2 han4 yu3 」と書いてピンインと声調を確認するのですが、 

漢字に対するピンインと声調が正しいのか？ 

それをその都度辞書で確認するのは大変です。 

そこで、”フレーズ集”を利用して、”フレーズ集”に載っている漢字なら、 

ピンインと声調が正しいかがチェックできる方法を作ってみましたので、ここに紹介

します。 

「我们学习汉语。」と「wo3 men0 xue2 xi2 han4 yu3 」を組み合わせて、”フレー

ズ集”と比較することで、ピンイン声調が正しいかを判定します。 
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ツールはExcel2010   半角英数字でピンインの後に数字で声調を打ち込みます、スペ

ースを入れて次のピンインと声調を打ち込んでいきます。 

上記の 「wo3 men0 xue2 xi2 han4 yu3 」といった具合です。 

この各々の ピンイン＋声調 を ピンイン＋漢字＋声調に変換して、”フレーズ集”

と比較して、対象が有れば ○ の表示をし、対象が無い（”フレーズ集”に載ってい

ないかそれとも、ピンインか声調が間違っている場合は ＃Ｎ／Ａ を表示します。 

添付のファイルを参照してください。 

ピンイン声調確認表a20190321 

確認の為自分のブログを読んで見たところ、安心なファイルではないという警告が出

ていましたので、一般の人は警戒して開くのをためらってしまうのだろうと思いまし

た。でも、とても有効なツールになるので是非活用していただきたいです。 

ピンインと声調をマスターするのにとても重宝な道具として活用下さい。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう 19 

前回の「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう18」で、 

ピンイン声調確認表をExcel2010 で掲載しましたが、 

最近色々悪質なウイルスが出回っているので、面識のない人からのファイルを開くの

は、 

やはり抵抗が有ると思います。 

私自身もそのようなファイルを開くことは無いです。 

そこで、内容だけは解るように、pdf ファイルを作りましたので、 

安心して内容を確認してください。 
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ピンイン声調確認表a20190321 

“フレーズ集”に載っていない漢字は判定が出来ないので、このファイルに漢字を簡単

に追加できる機能を付ける事にしました。 

自分で学習していく中で新しい漢字が出てきたら、それをどんどん追加できる機能で

す。 

この機能が付いたものを商品として加えたいと思います。 

Excel ファイルの価格は 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう12」の末尾で紹介した 

“フレーズ集” と “All in 表“ に加えて ”ピンイン声調確認表“ で同額の\3,500

円です。 

興味の有る方はコメントを送付くだされば、折り返してメールで返答致します。 

さて次は、”曲で聴く” の3 回目です。今回は m の４声、f の１声、f の２声の頭の

部分です。 

先ず、これらの漢字の意味を先ず掲載します。 

  漢字 
ピンイン 

/声調 
日本語の意味 

骂 ma4 毒づく、ののしる、悪態をつく 

麦 mai4 麦 

卖 mai4 売る 
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慢 man4 ゆっくり 

漫 man4 水があふれ出る、しまりがない 

冒 mao4 風邪 

帽 mao4 帽子 

茂 mao4 茂る 

貌 mao4 姿 

贸 mao4 貿易、商取引 

发 fa1 発する 

翻 fan1 翻る 

番 fan1 外国の 

芳 fang1 かぐわしい 

方 fang1 方法のホウ 

妃 fei1 お妃 

非 fei1 非常に 

飞 fei1 飛ぶ 

乏 fa2 欠けている、少ない 

罚 fa2 罰、罰する 

凡 fan2 平凡な 

烦 fan2 煩わしい 

繁 fan2 繁体字のハン 
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房 fang2 部屋 

妨 fang2 妨げる 

防 fang2 防ぐ 

佛 fo2 ほとけ 

これらの漢字に対応したフレーズをボーカロイドが歌います。 

分類 

声調 
ピンイン 子音 母音 漢字 フレーズ 

m の 

４声 

ma ミサイル おばさん 骂 毒づいてるおばさんは、ミサイルで攻撃してしまえ。

mai ミサイル 愛 麦卖 麦を売ってあげた愛は、ミサイルでも壊せない。

man ミサイル 按摩 慢漫 ゆっくり漫画を見ていると按摩屋でミサイル攻撃にあう。

mao ミサイル オリンピック 冒帽茂貌贸 風邪を引いたら帽子が茂った姿でオリンピックでミサイルを

f の 

１声 

fa ファスナー おばさん 发 発するおばさんファスナーはずして飛び回る。

fan ファスナー 按摩 翻番 翻った外国の按摩は、、ファスナー外しがうまい。

fang ファスナー スバル 芳方 かぐわしい方法は、スバルでファスナーをおろすこと。

fei ファスナー 営業 妃非飞 楊貴妃の非常に良く飛ぶ営業のファスナー。 

f の 

２声 

fa フォーク おばさん 乏罚 少ない罰金をおばさんは、フォークで払った。

fan フォーク 按摩 凡烦繁 平凡だが煩わしい繁体字は、按摩のフォークに書いて有る。

fang フォーク スバル 房妨防 部屋で妨害を防ぐには、スバルを歌いながらフォークで身構える。

fo フォーク 尾 佛 仏の尾にフォークを刺したらバチが当る。 
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190320_015  m の４声、f の１声、f の２声の歌の頭の部分の曲です 

キーワードを導入することで、漢字とピンイン声調が 

無理なく完璧に覚えられる事を実感してください。 

キーワードについての説明は 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６」を参照してください。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２１ 

今回は、”曲で聴く” の 4 回目ですが、その前に “ピンイン声調確認表”について再

度その有効性について紹介したいと思います。 

2 つの文例を取り上げて、ピンイン、声調を間違えたものと、正しいものを上段、下

段で比較できるようなサンプルを作りました。 

間違えた場合と正しい場合の表示の差を見て下さい。 

この例を参考にして、先ず中国語簡体字で文章を打ち込み、 

次にキーボードを英数半角にして下段に ピンインと声調を示す数字＋スペースを打

ち込んでいくと、自分の覚えているピンインと声調が正しいかが直ぐに判ります。 

つい数日前に完成したツールですが、 

もっと前にできていたら自分にとっても便利だったのになぁーと感じた次第です。 

pdf 版と 実際に活用できるExcel 版を添付します。 

  ピンイン声調確認表正誤例 (pdf 版） 
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ピンイン声調確認表20190323 （Excel 版） 

さて、“曲で聴く”の４回目です。今回は f の３声、f の４声、d の１声です。 

今まで、途中が歯抜けになっていますが、既成曲を使ったものは除外しています。 

曲の全貌は、添付の様な構成になっていて、 

その中のオリジナル曲だけを紹介している次第です。 

歌のタイトル表 

先ずは、漢字の意味。次はその漢字に対応するフレーズを紹介します。 

法 fa3 法律、方法 

反 fan3 反対 

返 fan3 帰る、引き返す 

访 fang3 訪れる、訪ねる 

纺 fang3 紡ぐ 

仿 fang3 まねる、似ている 

否 fou3 否 

发 fa4 髪の毛 

范 fan4 範囲、模範 

犯 fan4 犯罪のハン 

饭 fan4 ご飯 

放 fang4 放る、爆竹を鳴らす 
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废 fei4 廃棄する 

肺 fei4 肺 

费 fei4 費用 

搭 da1 乗り物に乗る、上にかける、くっつく 

呆 dai1 ぽかんとする、頭が鈍い、何もしないでじっとしている 

待 dai1 何もしないでじっとしている 

耽 dan1 遅れる、ぐずぐずする 

担 dan1 担う 

单 dan1 単に 

叨 dao1 うわさする 

刀 dao1 刀 

上記の漢字に対するフレーズが下表になります。 

相変わらず ボーカロイドが歌います。 

分類 

声調 
ピンイン 子音 母音 漢字 フレーズ 

f の 

３声 

fa フェリー おばさん 法 法律は、おばさんがフェリーで考える。 

fan フェリー 按摩 反返 反対だ、返る按摩をフェリーに乗せることは。

fang フェリー スバル 访纺仿 訪問する紡績工場には、スバルに似ているフェリーで行く。

fou フェリー 欧米 否 否定的、欧米のフェリーに乗ることは。 
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f の 

４声 

fa フィアンセ おばさん 发 髪の毛は、フィアンセとおばさんで違う。 

fan フィアンセ 按摩 范犯饭 模範的な犯罪者のご飯は、按摩中フィアンセに食べさしてもらう。

fang フィアンセ スバル 放 放る、相手は、スバル星のフィアンセ。 

fei フィアンセ 営業 废肺费 廃棄した肺の費用は、営業がフィアンセに請求に行く。

d の 

１声 

da ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ おばさん 搭 乗り物に搭乗するときおばさんはダッチワイフを持ち込む

dai ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 愛 呆待 ぽかんとして、何もしないでじっとしているダッチワイフに、愛は感じない。

dan ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 按摩 耽担单 ぐずぐずする担当は、単に按摩とダッチワイフが好き。

dao ﾀﾞｯﾁﾜｲﾌ 
オリンピッ

ク 
叨刀 うわさでは、刀を持ったダッチワイフがオリンピックに出場する。

f の３声、f の４声、d の１声の曲の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

 

ピンイン声調確認表は是非使ってみて下さい。 

文章を打ち込み、ピンイン声調を打ち込むことで ”フレーズ集”で覚えた漢字が 

次第にフレーズを必要としないで打ち込めるようになっていくでしょう。 

そして あれ？ どうだったかな？ という時、 

記憶が直ぐに戻って来るのがフレーズの強みです。 
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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２2 

今回は、”曲で聴く” の 5 回目です、 

d の２声、t の２声、t の３声の頭の部分を紹介します。 

先ずは各々の漢字の意味です。 

漢字 ピンイン・声調 日本語意味 

答 da2 答える 

达 da2 達する 

德 de2 徳 

得 de2 得る 

的 di2 タクシー、本当に 

叠 die2 積み重ねる、折り畳む 

台 tai2 台、ステージ 

谈 tan2 話す、話し合う 

弹 tan2 楽器を弾く、弾む 

陶 tao2 陶器 

萄 tao2 葡萄 

桃 tao2 桃 

堂 tang2 広間 

糖 tang2 砂糖 
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塘 tang2 池 

膛 tang2 胸の空所、胸 

毯 tan3 毛布 

坦 tan3 地面が平らである 

讨 tao3 討つ 

躺 tang3 横になる、寝る 

桶 tong3 桶 

筒 tong3 筒 

统 tong3 統一 

上記の漢字に対するフレーズが下表になります。 

相変わらず ボーカロイドが歌います。 

声調分

類 
ピンイン 子音 母音 漢字 フレーズ 

d 

２声 

da2 ドーナツ おばさん 答达 答えに達すれば、おばさんからドーナッツがもらえる。

de2 ドーナツ 腹ペコ 德得 徳が有っても得たいよ、腹ペコの時ドーナツ。

di2 ドーナツ 一 的 ほんとにタクシー一台分のドーナッツを買ったの？

die2 ドーナツ 夜 叠碟 積み重ねた皿は、夜ドーナッツを盛る。 

t 

２声 

tai2 トマト 愛 台 台の上の愛のトマト。 

tan2 トマト 按摩 谈弹 談合が弾むと按摩屋のトマトが美味い。 
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tao2 トマト オリンピック 陶萄桃 陶器で作った葡萄と桃は、オリンピックでトマトに変わる。

tang2 トマト スバル 堂糖塘膛 お堂の砂糖の池には、胸までつかるスバルのトマトが浮いている。

t 

３声 

tan3 テーブル 按摩 毯坦 毛布を平坦に敷けば按摩屋のテーブルを盗める。

tao3 テーブル オリンピック 讨 討論は、オリンピックのテーブルを使って行う。

tang3 テーブル スバル 躺 横になったがスバルのテーブルから落ちた。 

tong3 テーブル ジュティong 桶筒统 桶の筒型統一でジュディーオングは、テーブルに飛び上がる。

d の２声、t の２声、t の３声の歌の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

 

漢字の意味がフレーズの中に織り込まれ、子音＋声調と母音のキーワードでピンイン

と声調が簡単にコンビで覚えられるでしょう。 

以下は私個人が中国語の学習方法について勝手に偏見も含めて感じていることです。 

当然のことながら、イヤイヤそうではないと感じている方もおられるとは思いますが、 

あくまで私の個人的な勝手なツブヤキです。 

さて、実際中国語の学習は、どうやったら効果的に習得できるかにゆいては、 

ネットで色々な方法が解説されています。 

例えば、教本を買ってきて、最初の１ページから読んで理解してゆくという方法も有

りますし、会話や文章や単語を中国語のネイティブが話して、耳と目から学んでいく
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方法も有りますし、中国語のネイティブが講師で、教室や個人レッスンで学んでいく

という方法も有ります。 

私自身、これら全てを経験しましたが、長い時間を掛けて学ぶ割には、自分の中国語

の能力が向上しないと感じていました。（もともと語学の才能が低かったのが主原因

ですが） 

何が欠けていたか？ 

私の場合、中国語を学ぶ目的が明確でなかったので、あれやこれやとやとやってみて

も、 

自己満足感が得られなかった訳です。 

私の場合は、単純に中国人と楽しく会話をしたいし、簡単な読み物だったら理解でき

るようになりたいというのが目的だったのです。 

このように考えると、私は取るべき学習方法を間違えて、相当遠回りをしてきてしま

ったということになります。 

どうすれば良かったのか？ 

中国語の文法（言い回し）については、教本の説明や文例を見て、 

ああそういうものかと無条件に受け入れるしかありませんが、 

会話となると、自分が喋りたいことを文章にして、喋りたいパターンを増やしていく

のが好いと思います。 
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ノートに書き溜めていっても良いのですが、私のお薦めは、 

パソコンに入力するのが好いと思います。 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２2」で紹介した、 

“ピンイン声調確認表”を使って、文例をどんどん打ち込んでいくのです。 

ピンインの間違いや、声調の間違えは、打ち込んだ直後直ぐに判ります。 

間違えた漢字に対して、フレーズを覚えれば、次からはもう間違えません。 

 

そして出来上がった文章を声に出して読んで、読み慣れるまでオウム返しで繰り返し

ます。 

（但し、現在のピンイン声調確認表では、“軽声” や “一” や “不” の声調変化

は未だ適用出来てはいません。） 

また、３声＋３声の場合の声調変化は、前の３声は２声に変るというルールにも留意

してください。 

声に出して読み上げた内容を録音して、解る人に聴いてもらいましょう。 

会話は、相手が有って成り立つのですから、相手に解ってもらわなければいけません。 

自分にとって、必要な会話文章を蓄積していくことで、会話のバリエーションが増え、

同時に正確な発音も学べて行ける訳です。 

フレーズも必要なフレーズだけ覚えればいいのです。 

“フレーズ集”の頭から全てを覚えるのは、普段使わない漢字も覚えることになるので

効率が悪いと感じました。 



 65 / 226 
 

私個人も、文例はパソコンでかなり作りましたが、使わないような文例もたくさん有

るので、ピンイン声調確認表を使って、少し整理しようと思い始めています。 

ピンインや声調の打ち間違いが発見できています。 

是非皆さんも活用下さい。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２3 

今回は、”曲で聴く” の第6 回目です、オリジナル曲を紹介していて、 

１３回までの予定です。 

今回はその前に、 

中国漢字で意味が似ているような漢字が２つでできている単語がたくさん有りますね。 

でもそれらの漢字は各々違う単語も形成します。 

それでは、その中の９２個を添付（pdf)に示しますので、 

どのように使われるのか楽しんで見て下さい。 

同じような意味の漢字２つの単語 

一番最初めは “要求” という単語です。 

“要”の漢字の意味は文字通り“要求”の意味です。 

“求”も文字通り“求める”の意味で、各々の漢字の意味が似ています。 

“要”の漢字と同じ発音を持つ他の漢字は、“幺、妖、腰、邀”が有り、 

フレーズは“一番の妖怪が、腰で招いて要求する薬は、赤とんぼが持ってくる。” 

で yao の１声です。 
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一方“求”の漢字と同じ発音を持つ漢字は “囚、球”が有り、 

フレーズは “囚人が、求める球は、油のすべりで見積もってみる。” 

で qiu の２声となります。 

“要”と“求” の漢字が、“要求” 以外の単語になる例が一緒に付いているので、 

“要”と“求” の漢字がどのように使われるのかが解りますね。 

今まで、個々バラバラに覚えて来た漢字を、多角的に見て学習することで、 

興味も湧き、学習の幅が広がると思います。 

それでは次に、第6 回目の ”曲で聴く” の紹介です。 

今回は、t の４声とn の２声とl の３声です。 

先ず各々の漢字の意味です。 

   漢字  ピンイン・声調   日本語意味 

太 tai4 ひどく、きわめて 

态 tai4 態度 

叹 tan4 嘆く、ため息をつく 

炭 tan4 炭、木炭 

探 tan4 探す、探る 

套 tao4 一式 

烫 tang4 やけどしそうに熱い 

趟 tang4 往復の数量詞 
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拿 na2 つかむ、持つ。（介詞）何々を用いて 

南 nan2 南 

男 nan2 男 

难 nan2 難しい 

囊 nang2 袋 

浓 nong2 濃い 

农 nong2 農業 

懒 lan3 怠け者、不精だ 

缆 lan3 ロープ 

览 lan3 見る 

老 lao3 老いる 

朗 lang3 朗らか 

累 lei3 たまる、積み重ねる 

上記の漢字に対するフレーズが下表になります。 

これを、ボーカロイドが歌います。 

 t の４声、n の２声、l の３声の歌の頭の部分です。 

音声プレーヤー 
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声調分

類 

ピンイン声

調 

子音キーワー

ド 
母音キーワード 漢字 フレーズ 

t の 

４声 

tai4 ティー 愛 太态 タイタイの態度で、愛したティーが判る。 

tan4 ティー 按摩 叹炭探 ため息をついて石炭探して按摩屋でティーを飲む。

tao4 ティー オリンピック 套 セットは、オリンピックのティーセット。 

tang4 ティー スバル 烫趟 アッチッチー、何度往復しても熱いスバルのティー。

n の 

２声 

na2 のり おばさん 拿 つかんだおばさんのりだらけ。 

nan2 のり 按摩 南男难 南方の男は、難しい按摩は、糊で固める。 

nang2 のり スバル 囊 きんたまぶくろは、スバルに乗るとのりが出る。

nong2 のり ジュティong 浓农 濃い濃い農業で、ジュディーオングが、のりだらけになる。

l の 

３声 

lan3 Ｌｅｍｏｎ 按摩 懒缆览 不精ものは、ロープを見ると按摩屋でレモンを縛ってしまう。

lao3 Ｌｅｍｏｎ オリンピック 老 老いて、オリンピックでレモンをかじる。 

lang3 Ｌｅｍｏｎ スバル 朗 朗らかに、スバルにレモン載せて帰る。 

lei3 Ｌｅｍｏｎ 営業 累 たまってくると、営業は、レモンをかじる。 

フレーズにより、漢字もピンインも声調も 同時に丸ごと覚えられますね！ 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２４ 

今回は、”曲で聴く” の第７回目です。 

オリジナル曲を紹介していて、１３回までの予定ですが、 

このところ、同じパターンの連続で面白みが無いので、 
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次の回は、私が最も好きな中国語デュエット曲 ”珊瑚海” を題材にしたお話を展開

しようと思います。是非お楽しみに！ 

さて今回は、k の４声、h の１声、h の３声の歌の頭の部分の紹介です。 

先ずはそれぞれの漢字の意味です。 

漢字 ピンイン・声調 日本語意味 

看 kan4 試験、テスト、考える 

靠 kao4 接近する,寄りかかる depend on 

扣 kou4 差し引く、ボタン 

空 kong4 空にする 

憨 han1 聡明でない、素直である、実直である 

喝 he1 飲む 

黑 hei1 黒 

呼 hu1 息を吐き出す、呼ぶ 

乎 hu1 ほとんど 

忽 hu1 突然、思いがけなく 

海 hai3 海 

好 hao3 良い 

很 hen3 たいへん、とても 

虎 hu3 虎 
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上記の漢字に対するフレーズが下表になります。 

これを、ボーカロイドに歌わせます。 

声調分

類 
ピンイン 

子音の 

キーワード 

母音の 

キーワード 
漢字 フレーズ 

k の 

４声 

kan ｷﾘﾝ 按摩 看 見たら按摩屋はキリン。 

kao ｷﾘﾝ オリンピック 靠 接近戦は、オリンピックでキリンが強い。 

kou ｷﾘﾝ 欧米 扣 ボタンを差し引かれたら欧米でキリンは飼えない。

kong ｷﾘﾝ ジュティong 空 空にしたジュディーオングのキリンビール。 

h の 

１声 

han ﾊﾝｶﾁ 按摩 憨 実直な按摩は、ハンカチで顔を隠す。 

he ﾊﾝｶﾁ 腹ペコ 喝 飲みたいよ腹ペコの時ハンカチを。 

hei ﾊﾝｶﾁ 営業 黑 黒服の営業マンは、ハンカチでおしゃれする。

hu ﾊﾝｶﾁ 踊る 呼乎忽 呼ばれたが、ほとんど突然の踊りは、ハンカチを振って対応する。

h の 

３声 

hai 屁 愛 海 海からの愛で、屁が、出っ放し。 

hao 屁 オリンピック 好 よいオリンピックは、屁が出ない。 

hen 屁 恩 很 たいへん臭い屁で恩返し。 

hu 屁 踊る 虎 虎が踊ると屁を連発する。 

  

k の４声、h の１声、h の３声の歌の頭の部分です。 

音声プレーヤー 
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中国語の漢字の意味とピンイン、声調がフレーズによって簡単に覚えられてしまいま

すね。 

何度か漢字を見ていると、ピンインはなんとなく覚えてしまいますが、 

声調がどうしてもあやふやになってしまいがちです。 

母音のキーワードと声調を含む子音のキーワードを組み合わせれば、 

上記の様なフレーズで丸ごと楽しく覚えられるます。 

キーワードについては、 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６」を読んで下さい。 

今回はここまですで。次回の ”珊瑚海” についてをお楽しみに！ 

 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２５ 

今回は、”曲で聴く” の第８回目の予定でしたが、このところ、同じパターンの連続

で面白みが無いので、今回は、前回予告しました 私が最も好きな中国語デュエット

曲 ”珊瑚海” を題材にしたお話を展開します。 

“珊瑚海”の歌は、周杰倫(zhou1 jie2 lun2) と 梁心頤(liang2 xin1 yi2) 

が歌うデュエット曲です。 

ネットで 珊瑚海 を検索すれば原曲を聞くことができます。 
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ここでは、その曲の1 番を紹介します。 

未だこの曲を知らなかった人は是非聴いてみてください。 

 珊瑚海の曲 

音声プレーヤー 

この歌の、中国語の歌詞と日本語の翻訳 そして ピンインと声調を、以前紹介した 

“ピンイン声調確認表”を使って記入したものを pdf にしましたのでご覧ください。 

また、ピンインと声調の理解度を計るツールとして“ピンイン声調確認表”を活用下さ

い。 

珊瑚海の歌詞  （pdf ファイル） 

“ピンイン声調確認表”の詳細については 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の１９もしくは２１を参照下さい。 

このようにして、中国語の歌詞をダウンロードして、自分でピンインと声調をインプ

ットすることで、自分の習得度を確認することもできます。 

歌詞に使われる漢字は普段あまり使われないような漢字も往々にして出てきます。 

その漢字がその曲を代表している漢字だと思って曲を聴くのが好いでしょう。 

珊瑚海のデュエット曲が気に入ったので、この曲のメロディーを拝借して、 

自分で耳コピして曲を作ってみました。 

珊瑚海 をもじって 雪崩海 という題名にしてみました。 
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歌詞は、原曲の訳ではなく、雰囲気だけは同じ感じの歌詞を作ってみました。 

珊瑚海の出来栄えには到底届きませんが、それらしさは出ていると思います。 

雪崩海の曲 

音声プレーヤー 

雪崩海の歌詞です。 

黒＝男性  赤＝女性 青＝一緒 

言いかけて 言い出せなかった 重ねた愛の炎を ため息で吹き消して 想い出にす

る 

夜明けが無い夜が 有るなんて ありえない 

悲しみがこれから先も終わらない  永遠の愛を誓った 指輪も失せた 

※１ 悲しみで  今  捨てたい涙/あふれる涙   こぼれる 愛がさまよう二人 

背を向けた あなた ぬけがらみたい あなたの 

心が 今 離れてゆく 

隠せない 心の影 雪崩れて来る 涙の海 

もう 二度と 一度  逢えない予感/逢いたい想い もう一度 

舞い戻れ 二人だけの ときめいた愛 

間奏２小節 

ひび割れた愛は戻せない 思いやる 言葉も出ない この世の 全てが 消えゆくよ

うだ 
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蕾の花は折られてしまった 咲かせたい 

震えた心はどこへ  行ってしまった 行ってしまった 戻れない 戻れない 壊れ

た心 

※１ 繰り返し 

と、まあこんな感じです。 

やはり有名な歌手とボーカロイドでは全然感じが違いますね！ 

日本のデュエット曲でこのような雰囲気の歌が無いので、この後数曲作ってみました

が、 

最近の日本のミュージック傾向とはかけ離れている気がしますね。 

但し私個人的にはお気に入りです。以上 珊瑚海のお話でした。 

 

 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２６ 

前回はマンネリ気味解消で、“珊瑚海”の話をしましたが、 

今回は、”曲で聴く” の第８回目で 

j の１声、j の２声、q の１声の歌の頭の部分です。 

それでは、いつも通り先ず漢字の意味です。 

いままでに比べて、だいぶ漢字の数が多いですね。 
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漢字 ピンイン・声調 日本語意味 

饥 ji1 飢える 

鸡 ji1 ニワトリ 

基 ji1 基本の、基になる 

激 ji1 激しい 

击 ji1 撃つ、攻撃する 

机 ji1 機械 

积 ji1 積み重ねる 

几 ji1 ほとんど、何々に近い 

佳 jia1 りっぱな、美しい、良い 

家 jia1 家 

夹 jia1 挟む、脇に抱える 

枷 jia1 首かせ 

加 jia1 加わる 

街 jie1 街 

揭 jie1 掲示する、暴（あば）く 

接 jie1 接する 

阶 jie1 階段 

今 jin1 今 

禁 jin1 耐える、こらえる 
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斤 jin1 ５００グラムのこと 

津 jin1 つば、汗、潤い 

筋 jin1 筋 

金 jin1 金、ゴールド 

巾 jin1 布、きれ 

极 ji2 とても、実に 

急 ji2 急ぐ 

吉 ji2 吉 

级 ji2 等級 

集 ji2 集める 

嫉 ji2 嫉妬する、ねたむ 

辑 ji2 集める、文章の集 

即 ji2 即 

及 ji2 間にあう 

颊 jia2 頬 

结 jie2 結ぶ 

节 jie2 季節の節 

洁 jie2 純潔である 

睫 jie2 睫毛 

七 qi1 七 
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期 qi1 期間 

沏 qi1 熱湯をかける 

欺 qi1 いじめる 

戚 qi1 親戚 

妻 qi1 妻 

切 qie1 切る 

侵 qin1 侵入する、侵す 

亲 qin1 親愛なる 

跷 qiao1 つま先で立つ 

敲 qiao1 たたいて音をたてる 

さてこれらの漢字をフレーズにした歌の頭の部分を、例によってボーカロイドが歌い

ます。 

音声プレーヤー 

 

声調分

類 
ピンイン 

子音の 

キーワード 

母音の 

キーワード 
漢字 フレーズ 

j の 

１声 

ji ｊａｚｚ 一 饥鸡基激击机积几 
飢えたニワトリの基地は、激しく撃たれた機械を

喫茶に有る。 

jia ｊａｚｚ 歯、牙 佳家夹枷加 りっぱな家に挟まれ、首かせを加えて牙になるＪａｚｚは変だ。

jie ｊａｚｚ 夜 街揭接阶 街の掲示板に接するには、階段で夜Ｊａｚｚを聞きながらが良い。
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jin ｊａｚｚ 音 今禁斤津筋金巾 今なら耐えられる500グラムの唾と汗で潤った筋

j の 

２声 

ji ｊｏｋｅ 一 极急吉级集嫉辑即及 
とっても急いで吉の級を集めたら一番良いＪｏｋｅになった。

即間に合わせた一番目のＪｏｋｅ。 

jia ｊｏｋｅ 歯、牙 颊 頬に牙をたてれば、Ｊｏｋｅが飛び出す。 

jie ｊｏｋｅ 夜 结节洁睫 結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪｏｋｅのネタになる。

q の 

１声 

qi ｑｕａｒｔｓ 一 七期沏欺戚妻 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を買ってやる。

qie ｑｕａｒｔｓ 夜 切 切腹する夜は、クオーツ時計で正確に計る。 

qin ｑｕａｒｔｓ 音 侵亲 侵入されても、親愛なる音は、クオーツ時計なら出る。

qiao ｑｕａｒｔｓ 薬 跷敲 つま先立ちでドアをノックすると薬がクオーツ時計から出てくる。

今更ながらですが、フレーズの説明を j の１声の最初のフレーズでします。 

j の１声の最初のフレーズは 

「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Jazz 喫

茶に有る。」です。 

キーワードは１（階）とJazz です。 

子音と声調を表す Jazz は ジャア で最初の音がアですから J の１声だと即判り

ますね。 

１は母音の yi （短母音表記）です。 

この組み合わせで ピンインと声調が ji1 だと間違えなく覚えられます。 

そして、この発音の漢字がフレーズに含まれている訳です。 

「饥、鸡、基、激、击、机、积、几」の漢字のピンインと声調が面白フレーズで簡単

に覚えられてしまいます。 
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キーワードのおかげで、ピンインと声調を間違える事は絶対有りません。 

キーワードの説明にについては 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６」を参照してください。 

キーワードを入れるなんて、余計な学習法だといまだに考える方も居ると思います。 

しかし、ノートに何百回書いても、知らないうちに忘れてしまいます。 

記憶の中にキーワードを入れておくと、 

ピンインからキーワードを連想して声調を思い出したり、 

キーワードからピンインや声調を思い出し、さらに同音の漢字もついでに思い出せま

す。 

実際に、あなたが単語を学習する時に、このフレーズを併用してもらえれば、 

数日後に記憶の効果が良く解かると思います。 

以上で、”曲で聴く” の第８回目は終わりです。 

”曲で聴く” は１３回までの予定なのでしばらくは同じようなパターンが続きますが

我慢してお付き合いください。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２７ 

今回は、”曲で聴く” の第９回目となりますが、 

その前に声調記号の話をしたいと思います。 

中国語の文章を正確に読むときには、ピンインと声調記号が必要ですね。 

（ピンインと声調記号を含めて ピンインと表現するのが一般的かもしれませんが、 
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私のブログでは、ピンインと声調は区分しています。） 

私の個人的な意見は、 

パソコンやスマートフォンで声調記号を打ち込むのは、 

見た目以外の良さは無いと思っています。 

ピンインの上部に声調記号を付けても、 

記号が小さくて、声調の判別がしにくかったり、 

苦労してインプットしたピンインと声調のデータですが、 

パソコンで処理して活用しようと思っても、まったく使えません。 

活用するには、ピンインの末尾に声調を表す数字を入れるのが好いと思っています。 

声調記号を付ける場所は予め決められているので、 

声調記号の代わりに数字を使った方が、打ち込みが早いし、 

さらにパソコンで処理が容易になるというメリットが有ります。 

声調記号を付ける場所はルールが有って、下記のルールに従って付加されます。 

1,母音 a,e,o,i,u の上に付ける（敢えて王様に言う） 

2,複数母音が有る時は、上記の順番で付ける。 

3, iu 、ui の場合は後の母音に付ける。 

このルールは難しくないので、数字で声調を表しても混乱は生じないです。 

パソコンで処理する場合、 “我爱你 ”の文章を “wo3 ai4 ni3 ”と書いておけば、 

Excel の関数機能を使って 

wo 我3 ai爱4 ni 你 3  という 文字の組み合わせを作る事ができます。 
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この文字の組み合わせは、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう８」の冒

頭で説明しましたが、漢字の「マイナンバー」みたいなものです。 

例えば “会”という漢字は huiの４声と読んだり kuaiの4声と読んだりしますし、 

“乐” という漢字は le の４声と読んだりyue の4 声と読んだりしますし、 

“长” という漢字は chang の 2 声と読んだりzhang の3 声と読んだりします。 

これらの漢字に対応したピンインと声調を特定する為には、 

ピンイン＋漢字＋声調 の組み合わせが必要になるわけです。 

そして、”フレーズ集” は、この組み合わせになるように構成されているのです。 

この漢字のマイナンバーを使って、例えば、“会”という漢字に hui3 とインプットし

た場合、そんな漢字は有りませんと教えてくれるのが、 

以前に紹介した “ピンイン声調確認表” なのです。 

“フレーズ集”は Excel で作られているので、いろいろな活用方法が有ります。 

1. 同じ母音を持つ漢字を抜き出す。 

例えば 発音が難しい 腹ペコ（e）の母音を持つ漢字だけを抜き出したり、 

按摩（an）と、スバル（ang）の漢字抜き出す等が簡単に出来る。 

2. 同じフレーズの漢字を、まとめて表示する。 

3. “ピンイン声調確認表” の元データとして使う。 

4. 漢字をインプットすれば、その漢字を使った単語が検索できる。 

5. 日本漢字と中国漢字の比較ができる。 
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6. 自分で“フレーズ集”に、新しい漢字を追加して、自分の辞書として拡張できる。 

等々、いろいろな活用方法が有るのでとても便利です。 

さて 以下は”曲で聴く” の第９回目です。 

q の２声、q の３声、x の３声の歌の頭の部分です。 

それでは、いつも通り先ず漢字の意味です。 

漢字 ピンイン・声調 日本語意味 

其 qi2 彼ら、それら 

奇 qi2 珍しい、意外である 

旗 qi2 旗 

齐 qi2 そろっている 

骑 qi2 またがる 

茄 qie2 野菜のなす 

芹 qin2 芹 

勤 qin2 仕事に励む、勤勉 

琴 qin2 楽器の琴 

憔 qiao2 やつれる、憔悴する 

荞 qiao2 蕎麦 おそば 

桥 qiao2 橋 

瞧 qiao2 見る（口語） 
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乞 qi3 乞い求める、頼み込む 

企 qi3 企てる、企画する 

起 qi3 起きる 

启 qi3 開ける、始める 

且 qie3 しかも、ひとまず 

寝 qin3 寝る 

悄 qiao3 声をひそめる、音を立てないようにする 

巧 qiao3 丁度うまい、巧み 

喜 xi3 好き、喜ぶ 

洗 xi3 洗う 

血 xie3 血。（口語） 

写 xie3 写す 

晓 xiao3 暁、知っている、知らせる 

小 xiao3 小さい 

显 xian3 明らかである、よく目立つ 

鲜 xian3 北朝鮮の鮮 

险 xian3 危険の険、険しい 

これらの漢字の意味とピンインと声調をフレーズにしたのが下表です。 

このフレーズをボーカロイドが例の調子で歌います。 
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音声プレーヤー 

声調分

類 
ピンイン 

子音の 

キーワード 

母音の 

キーワード 
漢字 フレーズ 

q の 

２声 

qi quote 一 其奇旗齐骑 其の他の奇妙な旗が揃ったので、またいで、一式見積る。

qie quote 夜 茄 ナスは、夜のうちに見積もっておく。 

qin quote 音 芹勤琴 芹洋子の勤務は、琴を音で見積もること。 

qiao quote 薬 憔荞桥瞧 憔悴は、そば橋から見る薬で見積もる。 

q の 

３声 

qi queen 一 乞企起启 乞食が企てた、起きたらバツ一のＱｕｅｅｎと一緒の事件。

qie queen 夜 且 しかもひとまず、よるはＱｕｅｅｎと一緒に過ごす。

qin queen 音 寝 寝た音でｑｕｅｅｎかどうか判る。 

qiao queen 薬 悄巧 声をひそめ、音を立てない様巧妙に薬でqueen

x の 

３声 

xi xxx 一 喜洗 喜んで洗うよ一回トリプルx。 

xie xxx 夜 血写 血を写したら、夜トリプルx の夢を見る。 

xiao xxx 薬 晓小 暁なら、小さな薬でもトリプルx は可能。 

xian xxx 目、眼 显鲜险 よく目立つ朝鮮人は、険しい眼でトリプルx を見る。

”曲で聴く” は、このような曲が８２曲有り内容は 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２１」でも紹介しましたが、 

ここに再度紹介します。 

歌のタイトル表 

この中のオリジナル曲の頭の部分を３曲ずつ一回毎のブログで紹介しているので、同
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じようなパターンが１３回登場します。 

まだ４回も有りますね！ 

しばらく辛抱してください。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２８ 

今回は、”曲で聴く” の第１０回目となりますが、 

その前に声調記号の話について、もう少し話をします。 

パソコンを使っての声調記号は数字を使ったほうが便利です、という話を前回致しま

したが、手書きの場合は、やはり声調記号を使ったほうが早いし簡単ですね。 

声調記号は、「敢えて王様に言う」 a,e,o,i,u の順につけて、 

i とu が混在する時は、後の方に付けるということですが、 

それでは実際どれくらいの対象が有るかを調べてみましょう。 

声調を付ける場所というタイトルで表を作ってみました。 

      声調記号を付ける場所 

 

声調記号

を付ける 

位置 

母音のキーワ

ード 
短母音表記 

子音とペアの時の

表記 
       補足説明 

おばさん a a   

愛 ai ai   
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按摩 an an   

奥运会 ao ao   

スバル ang ang   

歯 ya ia   

薬 yao iao   

目 yan ian yan は「イエン」と読みます。 

羊 yang iang yang は「イヤング」と読みます。 

蛙 wa ua wa は「ウワ」と読みます。 

外 wai uai wai は「ウワイ」と読みます。 

湾 wan uan   

王 wang uang   

原っぱ yuan uan 

”湾”と同じになってしまいますが、”原っぱ”は  

j,q,x だけで”湾”の発音は無いので重複はしません  

yuan は「ユエン」と読みます 

腹ペコ e e   

営業 ei ei   

恩 en en   
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エンジェル eng eng   

夜 ye ie   

月 yue ve 
ve は子音がn とl の時に使われますが、実際には nue

ピンインの漢字は有りません。 

味 wei   

”味”、”文章”、”油”（油の味は文章で伝える）は子音とペアになる時、

真ん中の文字を省略するというルールが有るので、短母音とは異なる

所に声調記号が付く。 

文章 wen 
  

油 you   

尾 o o 
 

欧米 ou ou 
 

ジュティ

ong 
  ong 

短母音でong のピンインの漢字は有りま

せん。 

泳ぐ yong iong 
 

私 wo uo 
 

  i 

一 yi i   

音 yin in   

味   ui 本来は uei だが、真ん中の
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ので i に付ける 

  u 

油   iu 
本来は iou だが、真ん中の

るので u に付ける 

文章   un 
本来は uen だが、真ん中の

るので u に付ける 

踊る wu u ”踊る”も”魚”も子音とペアになる時は

書くが、発音はj,q,x の時は”魚”の

音で、その他の子音の時は”踊り”の

音になる。 

魚 yu u 

運動 yun un 

”文章”と同じになってしまいますが、”運

動”は j,q,x だけで”文章”の発音は無い

ので重複はしません。 

声調記号を付ける場所は、「敢えて王様に言う」 a , e, o , i, u の順番。  

但し、i ,u が混在する時は後の方に付ける。 

i と u が混在するのは、母音の ”味” と ”油” が子音とペアになった時だけ。 

pdf のファイルも付けます。 

声調記号を付ける場所 

母音だけのピンインの漢字（短母音）と子音とペアの母音を調べてみると、“a” を含

むものが最も多く、次に ”e“、その次に ”o“、その次は”u“で最後は”i“となります。 
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“i“と”u“が混在するのは、”油“ (iu) と”味“ (ui)だけです。 

つまり、「敢えて王様に言う」 a,e,o,i,u でも、「敢えて王様にウイスキー」 a,e,o,u,i 

でも結果は同じことになります。 

したがって、 

声調記号は、数の大きい順番つまり、a,e,o,u,i の順で付けるということになりまし

た。 

ところで、声調記号を付ける場所はこれで解りましたが、 

付ける場所を間違えたとしたらどんな問題が有るのでしょうか？ 

これは私見になりますが、声調記号を付ける場所を間違えても、 

声調記号さえ正しければ、発音に問題は生じないと思います。 

極論を言えば、ピンインの最初の文字の頭に声調記号を付ければ、 

発音は正しく出来ると思います。 

そうすれば隣りのピンインと重なってしまうのを避ける分離記号も不要になるし、 

a,e,o,i,u の順番も関係なくなり、ずいぶん簡単になると思うのですが、 

皆さんはどう思われるでしょう？ 

専門家が長い歴史を掛けて創り上げて来た事に対して、思慮の浅い、 

いい加減な考えで大分余計な話をしてしまいました。 

さてそれでは、”曲で聴く” の第１０回目 

x の４声、zh の２声、ch の３声の歌の頭の部分です。 

今回も同じパターンで進行します。 
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先ずは漢字の意味です。 

漢字 ピンイン・声調 日本語意味 

戏 xi4 戯れる 

细 xi4 細かな 

系 xi4 系、系統 

夏 xia4 夏 

吓 xia4 びっくりさせる 

下 xia4 下 

谢 xie4 感謝する 

泻 xie4 腹を下す 

泄 xie4 漏れる 

蟹 xie4 蟹 

卸 xie4 下ろす、外す 

械 xie4 機械 

衅 xin4 不和、争い 

信 xin4 信じるの、信 

闸 zha2 水門、上海蟹 

炸 zha2 油で揚げる 

宅 zhai2 住宅 
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着 zhao2 着く,結果の補語 

辙 zhe2 わだち、方法、考え 

蜇 zhe2 くらげ 

折 zhe2 値引きする、折る 

产 chan3 産まれる 

炒 chao3 炒める 

吵 chao3 言い争う、やかましい 

敞 chang3 家や庭が広い 

厂 chang3 工場 

场 chang3 場所 

丑 chou3 ぶざまである 

これらの漢字とピンイン、声調を含めたフレーズは 

声調分

類 
ピンイン 

子音の 

キーワード 

母音の 

キーワード 
  漢字      フレーズ 

x の 

４声 

xi へそ下 一 戏细系 たわむれの、細かな系統は、一度へそ下に戻ってみる。

xia へそ下 歯、牙 夏吓下 夏にびっくり、下の歯は、へそ下から生えてくる。

xie へそ下 夜 谢泻泄蟹卸械 謝謝と下痢で漏らした蟹は、外した機械で夜へそ下をちょん切る。

xin へそ下 音 衅信 争っても信じれば音がへそ下に入る。 

zh の zha 女王蜂 おばさん 闸炸 上海蟹を油で揚げるおばさんは、女王蜂と戦う。
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２声 zhai 女王蜂 愛 宅 宅地は、愛する女王蜂が、住んでいる。 

zhao 女王蜂 
オリンピッ

ク 
着 着いたオリンピック会場で女王蜂が待っている。

zhe 女王蜂 腹ペコ 辙蜇折 ワダチくらげを値引きしすぎた腹ペコな女王蜂。

ch の 

３声 

chan ｃｈｅｒｒｙ 按摩 产 産まれたのは、按摩屋で、Ｃｈｅｒｒｙ。 

chao ｃｈｅｒｒｙ 
オリンピッ

ク 
炒吵 炒め物で言い争うとオリンピックでは、Cherry

chang ｃｈｅｒｒｙ スバル 敞厂场 広々した工場の場所には、スバル星の、Ｃｈｅｒｒｙが植わっていた。

chou ｃｈｅｒｒｙ 欧米 丑 ぶざまだね、欧米に行ったCherry は。 

歌うのは、いつものボーカロイドです。 

x の４声、zh の２声、ch の３声の歌の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

という歌でした。 

オリジナル曲の頭３曲紹介は残り後３回で終了です。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２９ 

さて今回は、”曲で聴く” の第１１回目です。 

sh の１声、r の３声、z の１声の歌の頭の部分です。 

それでは先ず漢字の意味です。 
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漢字 ピンイン・声調 日本語意味 

沙 sha1 砂、砂状のもの 

杀 sha1 殺す 

珊 shan1 珊瑚のサン 

删 shan1 文字、文章を削除する 

衫 shan1 ひとえもの 

山 shan1 山 

稍 shao1 少し 

烧 shao1 焼く、燃やす 

商 shang1 相談する、商い 

伤 shang1 傷 

染 ran3 染める 

扰 rao3 世話になる、不安を与える 

壤 rang3 土壌、土 

忍 ren3 耐える、辛抱する 

扎 za1 縛る、束ねる 

灾 zai1 災害、災難 

栽 zai1 栽培する、植える 

糟 zao1 酒粕。めちゃめちゃである 

脏 zang1 汚れている、汚い 
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これらの漢字とピンイン、声調を含めたフレーズは下表になります。 

声 調 分

類 
ピンイン 

子音の 

キーワード 

母音の 

キーワード 
  漢字     フレーズ 

sh の 

１声 

sha 写真 おばさん 沙杀 ソファーで殺されたおばさんは写真写りが良い。

shan 写真 按摩 珊删衫山 珊瑚という字を削除したシャツ着て、山の按摩に行ったら、写真に撮られた。

shao 写真 オリンピック 稍烧 少し焼けたオリンピックの写真。 

shang 写真 スバル 商伤 商いは傷ついたスバルの写真を見て行う。

r の 

３声 

ran record 按摩 染 染まってしまったよ、按摩屋でのレコード鑑賞。

rao record オリンピック 扰 世話になったのでオリンピックのレコードをあげた。

rang record スバル 壤 土壌へもぐってしまったスバルは、レコードを積んでいた。

ren record 恩 忍 忍者は恩返しをレコードの手裏剣で投げ返す

z の 

１声 

za 座布団 おばさん 扎 縛られたおばさんは座布団が欲しい。 

zai 座布団 愛 灾栽 災害の時、栽培した愛は、座布団に乗らないくらい大きくなった。

zao 座布団 オリンピック 糟 めちゃめちゃなオリンピックは、座蒲団投げて非難する。

zang 座布団 スバル 脏 汚れてしまったスバルの座布団。 

このフレーズをいつものボーカロイドが歌います。 

sh の１声、r の３声、z の１声の歌の頭の部分です。 

音声プレーヤー 
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１つのフレーズの中に、漢字とピンインと声調が入っていて、覚えるのが簡単でしょ

う！ 

特に、ピンインと声調が一緒に覚えられてしまうので、とても効率的だと思います。

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３１ 
今回は、“曲で聴く”の第１２回目です。 

z の４声、c の1 声、c の４声の頭の部分ですが、 

本題に入る前に一つ予告をします。 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２１」で紹介した、 

“ピンイン声調確認表”のExcel 版は、中国漢字のピンインと声調を確認するには便利

だが、 

読み方が解からない漢字の ピンインと声調が簡単に判る様なツールは無いのか？ 

というご意見が有りましたので、現在作成に取り掛かっています。 

同じ漢字でも、読み方が複数有る漢字が有るので、どのように表記するか思案中です。 

近日中には紹介するつもりです。 

さて本題に入りましょう。 

z の４声、c の1 声、c の４声の頭の部分です。 

先ず、z の４声の漢字を、母音のキーワードの順番に並べると、最初は zai4 です。 

この発音の漢字は 在、再、载 の３個有ります。 
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z の４声の子音＋声調 のキーワードは “痔”、 

母音のキーワードは ai=“愛”ですから、 

漢字の意味と 子音＋声調のキーワードと 母音のキーワードを連結すると、 

”在るよ再度載っかった愛で痔になってしまう事。” 

という一つのフレーズで 在、再、载３個の漢字のピンインと声調をマスターする事

ができます。 

（キーワードの意味が解らない方は、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよ

う６」を参照してください。） 

 

実際学習する時は、手を使って z, ai,声調記号を書いて、在、再、载の漢字を書くよ

うにすれば、記憶がとどまり易くなります。 

（これは私の経験では、一冊のノートを決めて書いていくようにすると、後でページ

を開いて見返すだけで ”ああそうか！” と記憶が戻ってきます。） 

続いて、zan4 の漢字は、”暂”、”赞” の２個の漢字が有ります。 

子音＋声調 のキーワードはz の４声なので上記の zai4 と同じ “痔”です。 

母音のキーワードは an=“按摩”ですから、漢字の意味とピンインと声調を連結して、 

”暫定的に賛成ほめたら按摩で痔になった。” 

というフレーズで覚えられます。 

以下同様に zao4 母音がao=“オリンピック”は 
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”石鹸製造で、乾燥させたら騒がしい、オリンピックの痔の痛さ。” 

というフレーズで、皂、造、燥、噪 ４個の漢字が覚えられます。 

ちなみに 

“皂”は石鹸の意味。 

“造”は日本語の製造の造と同じ意味。 

“燥”は日本語の乾燥の“燥”と同じです。 

“噪”は、通常の日本語には出てきませんが、“鳴く、騒ぐ”という意味になります。 

zang4 は、母音のキーワードが ang=“スバル” で、このフレーズは、 

”チベットの葬式は、臓器を、スバル星の、痔の人にあげる。” 

これで、藏、葬、脏 の３個の漢字のピンインと声調を確実に記憶できます。 

次は、c の１声です。 

c の１声の、子音＋声調のキーワードは、“can,出来る”です。 

ca1 は、母音が a=“おばさん”ですから 

“こすって拭くのは、おばさんなら出来る。” 

というフレーズで “擦”＝”こする” という意味の漢字のピンインと声調を覚えるこ

とができます。 



 98 / 226 
 

can1 は、母音が ai＝“愛”は 

“当ててごらん愛ができるか。” 

のフレーズで “猜”という漢字の意味、“当てようとする、疑う” が頭に入ります。 

次、can1 は、母音が an＝“按摩” ですから、 

”食事に参加するのは、按摩屋もキャンである。“ 

というフレーズで覚えられます。含まれている漢字は、”餐”と”参”です。 

cao1 の漢字は ”操” で母音が ao=”オリンピック”ですから、 

”体操は、オリンピックでキャンである。” 

のフレーズで ピンイン・声調を記憶できます。 

次は、c の４声です。 

c の４声は、子音＋声調のキーワードが、“サイボーグ”です。 

cai4 は、母音が ai＝“愛”で、フレーズは 

”おかずは、愛有るサイボーグが、作ってくれる。” です。 

漢字は “菜”で日本語の野菜の“菜”です。 

中国語では“おかず”だと理解したほうが良いでしょう。 

以下は同様に 

“灿” can4 =”鮮やかに輝くさま” は、 

“鮮やかに輝いている按摩の名人はサイボーグだった。” 
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“凑” cou4 =”めぐり合う,集まる”は、 

” めぐり合ったのは、欧米のサイボーグ軍団。” 

“册,策,厕,测” ce4 は、 

” 短冊持って、策をトイレで測るには、腹ペコ過ぎる、サイボーグにやらせよう。” 

このようなフレーズで、同じ発音の複数の中国漢字が持つ意味と、ピンイン、声調を 

次から次へと簡単にマスターしていける訳です。 

上記をまとめた表が下記になります。 

声調分

類  

子音の 

キーワード 

母音の 

キーワード 
  漢字         フレーズ 

z の 

４声 

zai 痔 愛 在再载 在るよ再度載っかった愛で痔になってしまう事。

zan 痔 按摩 暂赞 暫定的に賛成ほめたら按摩で痔になった。 

zao 痔 
オリンピッ

ク 
皂造燥噪 石鹸製造で、乾燥させたら騒がしい、オリンピックの痔の痛さ。

zang 痔 スバル 藏葬脏 チベットの葬式は、臓器を、スバル星の、痔の人にあげる。

c の 

１声 

ca can、出来る おばさん 擦 こすって拭くのは、おばさんなら出来る。 

cai can、出来る 愛 猜 当ててごらん愛ができるか。 

can can、出来る 按摩 餐参 食事に参加するのは、按摩屋もキャンである。

cao can、出来る 
オリンピッ

ク 
操 体操は、オリンピックでキャンである。 



 100 / 226 
 

c の 

４声 

cai サイボーグ 愛 菜 おかずは、愛有るサイボーグが、作ってくれる。

can サイボーグ 按摩 灿 鮮やかに輝いている按摩の名人はサイボーグだった。

cou サイボーグ 欧米 凑 めぐり合ったのは、欧米のサイボーグ軍団。 

ce サイボーグ 腹ペコ 册策厕测 短冊持って、策をトイレで測るには、腹ペコ過ぎる、サイボーグにやらせよう。

このフレーズをボーカロイドが歌います。 

音声プレーヤー 

今回はここで終わりです。 

“曲で聴く”は１３回の予定でしたから、後１回で“曲で聴く”の紹介は終わりです。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３２ 
今回は、“曲で聴く”の最終回 ｓの４声です。 

前回予告しました、「読み方が解からない漢字の ピンインと声調が簡単に判る様な

ツールは無いのか？」というご要求に対しては、現在作業を行っています。もうしば

らくお待ちください。 

さて残されたオリジナル曲の最終はｓの４声だけなので、今回はこの１曲を掲載しま

す。比較的に短い曲なので頭から終わりまで全部を掲載します。 

ｓの４声の曲 

ピンイン 子音のキーワー 母音のキーワー  漢字    フレーズ 
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ド ド 

sai 詩人 愛 赛 競う愛は、詩人がうまい。 

san 詩人 按摩 散 散歩は、詩人が按摩屋へ行く。 

sou 詩人 欧米 嗽 咳をしている欧米の詩人。 

song 詩人 
ジ ュ テ ィ

ong 
送 送る言葉は、詩人の真似したジュディーオングの贈り物。 

se 詩人 腹ペコ 涩色塞啬 渋い色でふさがれたケチな詩人は腹ペコだ。 

si 詩人 一 寺似四 寺では似ている四人の一人は詩人になる。 

su 詩人 踊る 宿塑素速诉 宿のビニールの素を、高速で訴える踊り上手な詩人。 

suan 詩人 湾 算蒜 算数とニンニクは、湾岸に居る詩人では、とても無理。 

sui 詩人 味 隧岁碎 トンネルで年取ると砕けた味は詩人が味わう。 

ｓの４声の曲です。 

音声プレーヤー 

以上でオリジナル曲でのフレーズ紹介は終わりです。 

次回には “ピンインと声調を調べてくれる表” を紹介したいと思います。 

その次は、中国検定３級の筆記問題で、ピンインと声調に関係する課題を取り上げて

いく予定です。 

それでは次回をお楽しみに！ 



 102 / 226 
 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３３ 
 “ピンインと声調を調べてくれる表” が出来ましたので紹介します。 

対応できる漢字の数は、“フレーズ集”に載っている2100 個余りに対し、 

１０％アップさせ、2370 個まで増やし対応範囲が広がりました。 

ピンインと声調を調べる方法は、Excel の関数機能を使って作成しました。 

1. 先ず、中国語の文章を、シート“ピンインと声調を調べる表”にインプットするか、又は貼

り付けします。そうすると 

2. 中国語の文章を漢字一つ一つに分解して、右側の欄に表示させます。 

3. 分解した各々の漢字の下段に、別のシート“漢字データ”からピンインと声調を拾い出して

表示させます。複数の読み方が有るものは２個分を表示させる為、“漢字データ”は、並び順

が相反する表を２つ作って有ります。 

4. ２個分ピンインと声調が表示されたものは、その下段に、日本語の意味を各々表示させま

す。 

5. 右側の漢字一つ一つ毎に分解された ピンイン・声調を、最初に入力した中国語の文章の

下段にまとめて表示させます。 

6. さらに、複数の読み方の有る漢字は、シート“複数の発音を持つ漢字”を見れば一覧になっ

ているので、どの発音を選べばよいかが解ります。 

“ピンインと声調を調べる表” は、中国語の文章をインプットする蘭以外には、上記

の内容をさせる関数がゴチャゴチャ入っています。 



 103 / 226 
 

自分で編集したい場合は、編集したい部分をコピーして 値の貼り付け をすれば、

関数が消えて文字だけになりますから、容易に編集出来ます。 

この “ピンインと声調を調べてくれる表” も商品に加えます。 

以下はこの表を使って、表示させてみた例です。 

ピンインと声調を調べてくれる表20190414 

今回、検索できる漢字数をアップさせたので、 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２１」で紹介した 

”ピンイン声調確認表20190323″も同様にアップさせます。 

次回に紹介します。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３４ 

前回は “ピンインと声調を調べてくれる表” を紹介しました。 

今回は、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう２１」で紹介した 

”ピンイン声調確認表20190323″を改良しましたのでその報告をします。 

”ピンイン声調確認表20190323″は、 

中国語の文章を入力し、その欄の下段に半角英数字で、ピンイン、声調、スペース、

ピンイン、声調、スペース、ピンイン、声調、スペース・・・・・・・と入力してい

くと、 
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右側に中国語の文章を漢字毎に分解した表示が現れ、 

その漢字の下段に入力したピンインと声調が正しい時は ピンク地の○を表示し、 

正しくない時は #N/A の表示をさせる形式でした。 

一つの文章の最大長さは４０文字です。（あまり長いと画面からはみ出してしまうの

で４０文字にしました。） 

今回改良した点は、 

1. 検査できる漢字の数を約１０％アップさせて、対応できる範囲を広めました。 

2. 以前は、文字が入力されていない部分に、#VALUE! という表示が現れて煩わ

しかったので、この表示が出ない様変更しました。 

3. 以前は 点 “、”や 丸 “ 。”の箇所に #N/A の表示が出て見苦しかった

ので、これは空白表示をするようにしました。 

表示の違いを pdf にしましたので参照下さい。 

ピンイン声調確認表新旧比較  

教材は、従来の”ピンイン声調確認表20190323″を、改良した “ピンイン声調確認

表20190414”に置き換えます。 

この表が具体的にどのように作られているかを説明します。 

1. 入力された中国語文章の右側に、文章を分解して表示させます。 
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2. 入力された 最初の漢字のピンイン、声調、スペース、２番目の漢字のピンイ

ン、声調、スペース、三番目の漢字のピンイン、声調、スペース・・・・・・・

で各々の漢字の前後のスペースの位置を計算します。 

3. 例えば、我明年想去中国留学。 の文章に 

wo3 ming2 nian2 xiang3 qu4 zhong1 guo2 liu2 xue2 

と入力した場合、 

wo 我3 ming 明 2 nian 年2 xiang 想3 qu 去4 zhong 中1 

guo 国 2  liu 留2  xue 学2 という文字の組み合わせを作ります。 

これは以前に説明した、漢字のマイナンバーです。 

4. この漢字のマイナンバーが、別のシート“フレーズ表抜粋”の中に有るかどうか

を調べて、有ればピンク地で○の表示、無ければ #N/A と表示します。  

個別の漢字に分解しているセルには数式がゴチャゴチャ入っていますが、上記

で説明した内容を計算する関数式が入っています。 

”ピンイン声調確認表“は、自分が入力したピンインと声調を即座に判定してく

れるので 

自分にとって、うろ覚えの漢字が直ぐに判り、その漢字のフレーズを学習する

ことにより 

次からは確実に間違えることなく入力できるでしょう。 

この便利なツールを是非活用してください。 

前回と今回で“ピンインと声調を調べてくれる表”と、”ピンイン声調確認表“の

２つを紹介しました。 
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今回はここで終わりです、 

次回からは、中国検定３級の筆記問題で、 

ピンインと声調に関係する課題を取り上げていきます。 

それでは次回をお楽しみに！ 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３５ 

今回からは、中国検定３級の筆記問題で、 

ピンインと声調に関係する課題を取り上げていきます。 

中国検定３級試験の内容は、毎回同じ出題型式が取られているようで、リスニング問

題が４つのパターンで各５問ずつで合計１００点。 

筆記問題は、ピンインと声調に関係する選択問題が２つのパターンで５問ずつ、短文

穴埋め選択問題が１０問、日中翻訳選択問題が５問、語順問題が５問、長文における

穴埋め問題が５問、日中翻訳問題が５問で合計１００点。 

合格基準点はリスニング、筆記共に６５点以上が求められます。 

リスニングは、ピンイン＋声調が連続的に発音された内容を聞き取れなくてはいけま

せんから、普段から単語や定型的な言い回しの正確な発音が出来ることが必要です。 

自己学習では、ピンイン＋声調に従って声に出して読むことがとても大事です。 

特に２つの漢字がペアになって、その ピンイン＋声調の組み合わせで何を言ってい

るかを伝えるパターンが多いので、この組み合わせパターンを習得する必要が有りま

す。 
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どんな場合でも、漢字一つ一つが持つ、正確な発音を発声する事を心掛けることがと

ても大事です。 

それを繰り返すことで、考えなくても言葉が出て来るようになるからです。 

最初のうちは、ピンインは比較的頭に残りやすいですが、声調は覚えにくいです。 

覚える方法は、２つの漢字がペアになった言い回しを繰り返して発声して覚えるか、 

私が提案しているフレーズで覚えるのが良いと思います。 

最近の中国検定３級の筆記問題で、ピンインと声調に関係する問題として９７回～９

３回、の問題、合計５０問の傾向を調べてみました。 

先ず、どのような漢字が出題されているのかを調べてみました。 

９７回～９３回の５回の試験で、４回も出現している漢字は、平と 生 です。 

３回も出現している漢字は 安 发 理 国 寒 球 出 です。 

２回出現は３０個も有ります。 

つまり出題される漢字の数は、ある程度絞られている事が解ります。 

しかし、その一方で、あまり見慣れない漢字も出されているのは少し不思議です。 

９７回～９３回の５回の試験で、出題された漢字の一覧をｐｄｆで添付します。 

並び順は、母音の順番で配置してあります。 

この漢字を覚える為のフレーズと同じ発音の漢字の一覧も付加しておきました。 

93～97 中検３級出題漢字 
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出題する側がどのような意図をもって問題を作成しているのかという観点で問題を調

べてみた結果、（１）～（５）の様な出題傾向が多い事が解りました。 

（１）紛らわしいピンインとその声調に関する課題 

an とang の区別ができているか ２３件 

in と ing の区別ができているか  ２２件 

en とeng の区別ができているか  １５件 

ji とzhi の区別ができているか   １２件 

x とsh の区別ができているか   ７件 

fu とhu の区別ができているか   ６件 

q とch の区別ができているか  ５件 

ou とuo の区別ができているか  ３件 

wan(uan)と wang(uang)の区別ができているか  ３件 

ji とqi の区別ができているか    ２件 

zi とzu の区別ができているか   ２件 

（２）ピンインが省略される漢字の出題。 

油の味は文章で伝える。  
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油＝iou は、ピンイン表記の時 iu になる。 

味＝wei(uei)は、子音と結びつくときには ui になる。 

文章＝wen(uen)は、子音と結びつくときには un になる。 

この３つのパターンの漢字の出題が１０件有りました。 

（３）複数の発音を持つ漢字の出題  ９件 

（４）母音にe を含む漢字の出題 ６件 

（５）母音に v を含む漢字の出題  ６件 

以上の様な結果から、出題側が意図している事は、 

中検を受験する大半は日本語を母国語とする人が対象だから、 

中国語と日本語の発音の違いに重点を置いて出題しているということが推察できます。 

それでは、それに対応するために課題を解決していきましょう。 

先ず、最も件数の多い 

an とang の区別ができているか ２３件 

in と ing の区別ができているか  ２２件 

en とeng の区別ができているか  １５件 

と、wan(uan)とwang(uang)の区別ができているか  ３件 
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についての課題解決を目指しましょう。 

フレーズによる学習法をすれば、これらの課題は問題なく解決できるのですが、 

ネット上や市販の教材でもよく取り上げられている方法も有力な武器になります。 

an や in や en や wan(uan)の漢字は、日本語読みすると  

    ほとんどの漢字が “ン” で終わります。 

一方、ang は “ウ” で終わる漢字が大半で、ing は“イ”か“ウ”で終わる漢字が大半で、 

eng は“ウ”で終わる漢字が大半で、wang(uang)は“ウ”で終わる漢字が大半なのです。 

本当にそうなのかと疑って、 

実際”フレーズ集”に載っている漢字を全て辞書で調べてみました。 

その結果は私の教材に記載しましたが、結論的には、一部の例外は有りますが（例え

ば、日本語の“ビール瓶”の “瓶”は ンで終わっていますが、中国語はping2 です。）

上記に示した通りの結果になりました。調べた結果の抜粋を pdf で示します。 

ンとウの抜粋 

この法則を知れば、 

an とang の区別ができているか ２３件 

in と ing の区別ができているか  ２２件 

en とeng の区別ができているか  １５件 
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と、wan(uan)とwang(uang)の区別ができているか  ３件 

への対応は大分楽になりますね。 

次に、 

ji とzhi の区別ができているか   １２件 

x とsh の区別ができているか   ７件 

fu とhu の区別ができているか   ６件 

q とch の区別ができているか  ５件 

ou とuo の区別ができているか  ３件 

ji とqi の区別ができているか    ２件 

zi とzu の区別ができているか   ２件 

  

これらの対応は、フレーズの中のキーワードで簡単に判るので、解説は省きます。 

その次は、 

（２）ピンインが省略される漢字の出題。 
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油の味は文章で伝える。 １０件 ですが、 

これはピンイン表記のやりかたを知っているかどうかの問なので、 

知ってしまえば特に問題にはならないでしょう。 

さらにその次は、 

（３）複数の発音を持つ漢字の出題  ９件 

この問題は少しやっかいな問題です。 

例えば 

我教给她新的办法。wo3 jiao1 gei3 ta1 xin1 de0 ban4 fa3 

私は彼女に新しい方法を教えました。 

教练给我一个劝告。jiao4 lian4 gei3 wo3 yi2 ge0 quan4 gao4 

コーチは私にアドバイスをくれました。 

のように、同じピンインで声調が違うと、動詞的用法と名詞的用法に別れるもの。 

また、同じピンインで声調が違うと、意味が違ってしまうものもあります。 

好多 hao3 duo1 多くの、沢山 と 

爱好 ai4 hao4 趣味 

や 
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发炎 fa1 yan2 炎症 と 

发型 fa4 xing2 髪形 

のようなものが有り、また複数のピンインを持つ漢字として 

声调 sheng1 diao4 アクセント、声調 と 

空调    kong1 tiao2 空調、エアコン 

や 

会计 kuai4 ji4 会計 と 

机会 ji1 hui4 機会、チャンス 

等が有りますし 

さらに、これらが交じったような 

差错 cha1 cuo4 過ち、間違い（具体的な事柄、仕事） 

差不多 cha4 bu0 duo1 たいてい 

出差 chu1 chai1  出張 

といったようなものが有るので、紛らわしくなります。 

しかし、このような漢字は数が限られており、 

私の教材の中の “異音漢字” で集中的に学習できますし、 

それをフレーズで覚えてしまえば、忘れる事はないでしょう。 
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このような漢字は数が限られているので、 

対象となる漢字を知って、それらを予め覚えてしまえば逆に楽勝問題になります。 

あとの残りの問題は、 

（４）母音にe を含む漢字の出題 ６件 と（５）母音に v を含む漢字の出題  ６

件  ですが、 

これらは、対象となる漢字を正確に発音できるようになれば問題にはなりません。 

フレーズを活用してもらえれば、楽勝問題になります。 

以上が、９７回～９３問題、合計５０問の傾向を調べてみた、私の見解でした。 

このような考察をバックにして、 

次回は、中検３級のピンインと声調に関係する問題を具体的に見てゆきましょう。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３６ 

9７回～９３回の試験問題の中からピンインと声調の問題を取り上げてみましょう。 

ピンインと声調に関係する問題を、いろいろ考えずにそのまま回答を求めようとする

には、 

各単語のピンインと声調が解からなければ回答できません。 

試験場では気持ちが高揚しているので、普段は当たり前のように出て来る発音も、 

答案用紙に向かうと疑心暗鬼になってしまい、どれが正解なのか迷ってしまいます。 

このような状況で効果を発揮できるのがフレーズによる記憶です。 
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フレーズには漢字の意味とピンインの子音と声調のキーワード、それに母音のキーワ

ードという３つのワードが組み込まれているので、そのどれかのワードに記憶がヒッ

トすれば、フレーズが出て来ます。 

普段から、何度も聞き慣れ、使い慣れている単語なら、読み方は直ぐに判りますが、 

中国語を学び始めて間もない人にとって、特に声調を覚えるのはとても難しい事です。 

以前の私も、この声調の壁を乗り越えられず、中国語の習得を一旦はあきらめました。 

しかし、どうしても必要性に迫られて、自分で確実に覚えられる方法として、 

2 種類のキーワードと漢字の意味を連結して“フレーズ”を作って覚えることを始めた

ら、 

ピンインと声調が一体で覚えられかつ忘れにくいので、 

以後は学習した都度フレーズを加えてきました。 

結果、２１００語を越える漢字のピンインと声調をマスターする事が出来たのです。 

しかし一旦覚えた、フレーズも、忘れてしまいがちなので、 

“読み上げ”と“曲で聴く”という、いつでも耳から聞くだけで、 

記憶をよみがえらせる方法を考えました。 

“読み上げ”は、漢字の読み方、キーワードに続きフレーズを３回繰り返して読み上げ

ます。読み上げている途中に、自分でその発音を何度か口に出して繰り返すと、なん

とビックリ自然に身についてきます。とても便利なツールだと自画自賛しています。 
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“曲で聴く”のは自分の趣味も兼ねて作ったツールですが、簡単に楽しく聞けるので、 

今でもたまに聴いて、記憶をよみがえらせています。 

このように長々説明している理由は、フレーズを利用して一度学んだことの有る漢字

なら、 

必ずそのピンインと声調は頭の中に記憶されていて、引き出すことが可能であるとい

うことです。 

単純に反復学習で覚えた事は、一旦忘れてしまえば、なかなか記憶は戻ってきません。 

しかし、フレーズで覚えた漢字は、キーワードを予め決めてあるので、記憶が戻って

来るチャンスが多いのです。 

さて、中検３級のピンインと声調に関係する問題は、二文字の単語の読み方です。 

漢字の声調は、軽声を除いて４つですから、漢字2 文字の声調の組み合わせは、 

４×４＝１６通りですね。正確な組み合わせは１つだけです。 

漢字2 文字で構成される単語類は山の様にあるのですから、正しい声調の組み合わせ

をそのまま覚えるのはとても難しいです。 

普通は、正しい声調の組み合わせを何度も繰り返して復唱したり、音声教材を繰り返

し聞いたりして覚えていくのですが、この道のりは、かなり長くて遠いです。 

私は、趣味でギターを弾きます（下手の横好きですが） 

クラシックの曲で“アルハンブラの想い出”は好みの1 曲でよく弾いていたのですが、 
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新しくテニスを始めて、半年くらい弾かない期間が有り、たまには弾いてみようかと

思って、弾き始めたのですが、先ず指が思うように動きません。 

そして曲の途中でどうやって引いたのか、思い出せなくなってしまったのです。 

以前よく弾いていた時は、指が勝手に覚えていてスムースに引けたのですが、 

半年お休みしたら、途端に思うように弾けなくなってしまったのです。 

多分これは、語学にも通じる事だと思います。 

間隔を空けずに少しずつでも続ける事が非常に重要だと感じた次第です。 

日常で中国語をよく使っている人なら、どんどん力量はアップしますが、 

趣味として中国語を学ぶ場合、継続的に能力をアップさせ続ける事は難しいことです。 

効率的に能力をアップし続けるには、一度学んだピンインと声調を忘れずにキープし

続ける事が必要です。 

時間的に制約の多い現代生活において効率的な学習法を取り入れる事が必要だと考え

ます。 

中検３級の９７回＝９３回の５回分で出題された二文字の単語１５０個を抽出してみ

ましたので、参照下さい。 

添付のpdf を参照下さい。（フレーズの中で、対象漢字は太文字で示してあります。） 

中国語検定３級の単語 

漢字をフレーズで覚えると このような問題はとても簡単でしょう！ 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３７ 
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さてここまで、アウトラインを紹介してきましたが、これからは実際にピンインと声

調をマスターしていきましょう。 

子音＋母音の漢字を、b,p,m,f,d,t,n,・・・・・・z,c,s の順に 

声調別にマスターしていきます。 

以前から紹介してきましたが、ピンインと声調を正しく覚える為に、予めピンインと

声調を正しく覚える為のキーワードを設定しています。 

その一つは母音のキーワード、そしてもう一つは子音と声調のキーワードです。 

キーワードについては、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう６」でその

作り方を説明していますので、未だお読みになっていない方は、是非一読下さい。 

このキーワードによって、同じ発音の漢字をまとめて、ピンインと声調を正確に覚え

ることができるようになるからです。 

今回は 子音がb で始まる１声の漢字をマスターしましょう。 

今回は最初になるので、少し回りくどい感じを与えてしまうかも知れませんが、 

次回からはサラッと進めようと思います。 

子音が b で始まる漢字の１声のキーワードは、キーワードの最初の音が ba で始る言

葉で、ba=バ でバットでした。 

（２声は bo=オ で帽子、３声はbe=エでベッド、４声はbi=イでビールでしたね。） 
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ba1 の漢字は 巴、八 の二つです。巴は 巴不得ba1 bu0 de0 したくてたまらな

い、切望する 星巴克xing1 ba1 ke0 スターバックスなどの単語に使われます。 

八 は数字の8 ですね。 

覚え方は、「待ち焦がれた八百屋のおばさんは バットを振り回す。」のフレーズで 

待ち焦がれた、と八 は バットb1+おばさんa（阿姨 a1 yi2 のa） =ba1 

と覚えます。 

次、ban1 の漢字は、般、班、搬 の三つです。般 は一般yi1 ban1 普通である。 

班は、上班shang4 ban1 出社する / 同班同学tong2 ban1 tong2 xue2 クラス

メート。 

搬 は 搬家ban1 jia1 引っ越す というような単語があります。 

覚え方は「一般的な班長さんは、引っ越す時、バットを按摩屋で振り回す。」です。 

一般的な班長さん、引っ越す、は バット b1+ 按摩 an(按摩 an4 mo2 の 

an)=ban1 と覚えます。 

次、bao1 の漢字は、包で包むという意味の漢字です。 

包子 bao1 zi0 中華饅頭。汉堡包 han4 bao3 bao1 ハンバーガー。などに使われ

ます。 

覚え方は「包んだバットで、オリンピックへ出場する。」です。 

包んだは バットb1 +オリンピックao(オリンピック 奥运会 ao4 yun4 hui4 の 

ao)=bao1 として覚えます。 
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次 bang1 の漢字は 帮 です。 

帮忙 bang1 mang2 手伝う / 帮助 bang1 zhu4 援助 などの単語で使われます。 

覚え方は「手助けはバットでスバルを殴ること。」です。 

手助け は バットb1＋スバルang(スバル 昂 ang2 のang)=bang1 

と覚えます。 

次 bo1 の漢字は、波、玻、拨、播 の四つです。 

波は 微波炉wei1 bo1 lu2 電子レンジ。 

玻は 玻璃杯bo1 li0 bei1 ガラスのコップ。 

拨は 拨分钟bo1 fen1 zhong1 時計の分針を動かす。 

播は 广播guang3 bo1 放送する / 播种bo1 zhong４ 種まきする、種で植え付

ける。 

等の用法が有ります。 

覚え方は、「波ガラスをこじってばら撒くバットマンの尾っぽ。」です。 

波/ガラスを/こじって/ばら撒く は、バットb1＋o(尾)=bo1 

と覚えます。 

次 bei1 の漢字は、悲、卑、杯、背 の四つです。 

悲は 悲观 bei1 guan1 悲観的である /悲惨 bei1 can3 悲惨である。 

卑は 自卑感zi4 bei1 gan3 劣等感。 

杯は 干杯gan1 bei1 杯を干す、乾杯する / 玻璃杯bo1 li0 bei1 ガラスのコップ。 

背は 背包bei1 bao1 リュックサック。 

等の用法が有ります。 
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覚え方は、「悲しく卑しい杯を背負って営業はバッティングで負けた。」です。 

悲しく/卑しい/杯を/背負って は、バットb1＋営業ei(営業のei)=bei1 

と覚えます。 

次 beng1 の漢字は 崩 です。 

雪崩xue3 beng1 なだれ の単語が有ります。覚え方は「なだれは、バットで、エン

ジェルが引き起こす。」です。 

なだれ、は、バットb1+エンジェルeng(エンジェルのeng)=beng1 

と覚えます。 

次 bi1 の漢字は 逼 です。 

逼真 bi1 zhen1 本物そっくり,はっきりしている / 逼迫 bi1 po4 強制する、やらざ

るを得ないよう仕向ける。の様な使い方が有ります。 

覚え方は「本物、そっくりな、バット一本。」です。 

本物、そっくりな は、バットb1＋一i (一の i)=bi1 

と覚えます。 

次、bie1 の漢字は 憋 です。 

憋了bie1 le0 電気が切れる / 憋不住bie1 bu0 zhu4 我慢できない。 

等の使い方が有ります。 

覚え方は 「我慢したがバットで夜に仕返しする。」です。 

我慢したが は、バットb1+夜 ie(夜 ye4 の ie)=bie1 

と覚えます。 
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次、 bin1 は、滨、宾の二つの漢字が有ります。 

滨崎 bin1 qi2 浜崎。 

宾馆 bin1 guan3 高級なホテル / 宾语 bin1 yu3 目的語。 

等の使い方が有ります。 

覚え方は 「浜辺にいる客のバットは音が出る。」です。 

浜辺に/いる客 は バットb1＋音in (音yin1 の in)=bin1 

と覚えます。 

次、 biao1 の漢字は 标 です。 

标语 biao1 yu3 標語 / 标准 biao1 zhun3 標準 / 鼠标 shu3 biao1 マウス 

等の用法が有ります。、「標語は、バットに薬で擦り込もう。」 

覚え方は、「標語は、バットに薬で擦り込もう。」です。 

標語 は、 バットb1＋薬iao (药 yao4 の iao)=biao1 

と覚えます。 

次、bian1 の漢字は、鞭、编、边 の三つです。 

鞭炮 bian1 pao4 爆竹。 

编辑 bian1 ji2 編集する / 续编 xu4 bian1 続編。 

边吃边谈 bian1 chi1 bian1 tan2 食事をしながら談笑する / 东边 dong1 bian1 東

の辺り 

等の使い方が有ります。 

覚え方は、「爆竹を編集する辺りで、バットマンは眼を回している。」です。 
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爆竹を/編集する/辺り は、 バットb1＋眼ian (眼 yan3 の ian)=bian1 として覚

えます。 

次、 bing1 の漢字は、兵、冰 の二つです。 

兵士bing1 shi4 兵士、兵隊。 

冰块bing1 kuai4 氷 / 冻冰dong4 bing1 氷が張る。 

等の単語が有ります。 

覚え方は「兵士は氷のバットで宝石をたたき割る。」です。 

兵士は/氷 は、バットb1＋宝石ing (宝石や英国 ying1 の ing)=bing1 

と覚えます。 

これで、b の１声の漢字が覚えられました。 

ban1 とbang1 の区別。 

bin1 と bing1 の区別も難なく覚えられますね。 

上記の一覧表の pdf を添付します。 

対象漢字を使った多くの用例が記載されているので、学習に利用してください。 

先ず pdf の漢字とキーワードとフレーズを眺めて下さい。 

キーワードの作り方を理解できていれば、面白いように覚えていくことができます。 

漢字のイメージがつかめたら、次は耳で聴いてみましょう。 

b の１声の“読み上げ” は 添付できる最大時容量までしか掲載できませんが、 

“曲で聴く” は フルコーラス聴く事ができます。 

一覧表のpdf を見ながら、“読み上げ”と“曲で聴く”を聞いてください。 



 124 / 226 
 

これでb の１声の漢字のピンインと声調は簡単にマスターできますね。 

  

 b の１声の漢字  

b の１声のフレーズpdf 

音声プレーヤー 

b の１声の読み上げ 

音声プレーヤー 

b の１声 バットの歌（オリジナル曲） 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３８ 
今回は b の２声の漢字です。 

２声の 子音＋声調 のキーワードは、 

最初の言葉の語尾が母音の オ の bo  ボ ですから、帽子という言葉を選びま

した。 

帽子が b の２声を表すキーワードです。 

b の２声の漢字は8 個だけです。 

先ず、 b の２声の最初は ba2 です。 

ba2 の漢字は 拔 <抜く >です。 

覚え方は 「抜いた時、おばさん(a)の帽子(b2)が跳ね飛んだ。」=ba2 です。 
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次bai2 の漢字は 白 <白>です。 

覚え方は 「白は、愛する人の(ai)、帽子(b2)の色。」=bai2 です。 

次bao2 の漢字は 雹 <ひょう>、薄 <薄い> の二つです。 

覚え方は 「雹が降ったら/、薄い/  帽子(b2)じゃオリンピック(ao)で怪我をする。」

=bao2 

です。 

次bo2 の漢字は 博 <知識が広い、博する>、脖 <首> の二つです。 

覚え方は 「博物館では/、首から/ 帽子(b2)に尾(o)を巻きつける。」=bo2 です。 

次bi2 の漢字は 鼻 <鼻>です。 

覚え方は 「鼻穴に、帽子(b2)一つ(i)入れる。」=bi2 です。 

最後 bie2 の漢字は 别 <別れ>です。 

覚え方は 「別れは、帽子(b2)を、夜(ie)振ってお別れする。」=bie2 です。 

これで、 

拔 <抜く>、白 <白>、雹 <ひょう>、薄 <薄い>、博 <知識が広い、博する>、 

脖 <首>、鼻 <鼻>、别 <別れ> 

の八つの漢字のピンインと声調を簡単にマスターできるでしょう。 

２種類のキーワードを導入することで、 

こんなに簡単に 漢字とピンインと声調を結び付けられることを実感してください。 

b の２声の “フレーズ集” のpdf, “読み上げ” 、“曲で聴く” を添付します。 
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b の２声の“フレーズ集” のpdf 

b の２声の漢字 

b の２声の“読み上げ” 

音声プレーヤー 

b の２声の、“曲で聴く” （赤い帽子白い帽子） 

音声プレーヤー 

次回は b の３声を掲載します。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３９ 
さて今回は b の３声の漢字です。 

３声の 子音＋声調 のキーワードは、 

最初の言葉の語尾が母音の エ 

すなわち be  ベ ですから、ベッド という言葉を選びました。 

b の３声の最初は bai3 からです。 

bai3 の漢字は 百 <百>、摆 <並べる、陳列する、振れる、すそ> の二つです。 

覚え方は 「百回も / 揺らした / ベッド(b3)で、愛(ai)を並べる。」=bai3 です。 

次ban3 の漢字は 版 <版>、板 <板> の二つです。 

覚え方は 「版画の / 板は / 按摩(an)のベット(b3)になる。」=ban3 です。 
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次bao3 の漢字は 饱 <満腹>、保 <保つ>、宝 <宝、貴重品> の三つです。 

覚え方は 「満腹を/保つ/宝石/ ベッド(b3)でオリンピック(ao)を見る。」=bao3 で

す。 

次bang3 の漢字は 膀 <二の腕>、绑 <縛り上げる> の二つです。 

覚え方は 「二の腕を/、縛り上げ/、スバル(ang)のベッド(b3)に寝転がす。」=bang3

です。 

次bei3 の漢字は 北 <北>です。 

覚え方は 「北の ベット(b3)は営業(ei)が寝る。」=bei3 です。 

次ben3 の漢字は 本 <元来、本を数える量詞、冊>です。 

覚え方は 「本当の 恩(en)は、ベッド(b3)の上で、感じるもの。」=ben3 です。 

次bi3 の漢字は 彼 <あちら、そちら>、笔 <筆>、比 <比較する> の三つです。 

覚え方は 「あちらの / 筆 / 比べは/、ベッド(b3)の上に、一本線(i)を書く。」=bi3

です。 

次biao3 の漢字は 表 <表、腕時計>です。 

覚え方は 「おもての ベッド(b3)に、薬(iao)を置いた。」=biao3 です。 

次bian3 の漢字は 扁 <扁平である、ぺしゃんこである>です。 

覚え方は 「扁平な 目は(ian) ベッド(b3)しか見れない。」=bian3 です。 

次bing3 の漢字は 饼 <お餅・粉の平べったい円盤>です。 

覚え方は 「お餅といえば 桜餅(ing)、ベッド(b3)で食べよう。」=bing3 です。 
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次bu3 の漢字は 捕 <捕らえる>、补 <修理する、補充する> の二つです。 

覚え方は 「捕らえたら / 補充させよう / 踊り人(u) のベッド(b3)。」=bu3 です。 

以上が b の３声の漢字の覚え方です。 

ここで、母音 ying (ing)についての話をします（弁解です）。 

最初 母音の ying の中国語漢字として 瑛＜ying1 美しい玉、玉の光＞を選んで、 

“宝石（石）”をキーワードにしていましたが、英语＜ying1 yu3>,、樱花＜ying1 hua1>

から、英国（人）や 桜（餅）もying(ing)のキーワードとして使うようになりまし

た。 

これは、私の気まぐれからなのですが、教材として提供するのに、大変紛らわしい事

をしてしまったと、今更ながら反省しています。 

その他にもダジャレっぽく変形したキーワードの多少有りますが、このying(ing)だ

けは幾つものパターンを作ってしまったので、反省とお詫びをします。 

b の３声の “フレーズ集” のpdf、  “読み上げ” 、 “曲で聴く” を添付します。 

b の３声の “フレーズ集” のpdf 

b の３声の漢字 

b の３声の ”読み上げ” 

音声プレーヤー 

b の３声の ”曲で聴く” （ベッドで煙草を吸わないで） 



 129 / 226 
 

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４１  

さて今回は b の４声の漢字です。 

b の４声の 子音＋声調 のキーワードは、 

最初の言葉の語尾が母音の イ の bi  ビ ですから、ビールという言葉を選びま

した。 

b の４声の漢字は４４個です。 

先ず最初は ba4 からです。 

ba4 の漢字は 爸 <お父さん>、把 <取っ手>、罢 <止める、放棄する>の三つです。 

覚え方は 「お父さんは/取っ手を/放棄して/おばさん(a)とビール(b4)を飲んだ。」

=ba4 

です。 

爸爸 ba4 ba0 <お父さん> 

把子 ba4 zi0 <取っ手> 

罢工 ba4 gong1 <ストライキ> 

次bai4 の漢字は 败 <敗北する>、拜 <拝む>の二つです。 

覚え方は 「敗れても、/拝み倒して/ ビール(b4)を愛ちゃんから(ai)もらった。」 で

す。 



 130 / 226 
 

失败 shi1 bai4 <失敗する> 

拜托 bai4 tuo1 <お願いする> 

次ban4 の漢字は 瓣 <花びら>、半 <半分>、伴 <伴う>、扮 <装う、扮する>、 

办 <方法>、拌 <かき混ぜる、口論する>の六個です。 

覚え方は 「花びらを/半分/伴う/おしゃれな/方法は/、ビール(b4)を、按摩屋で(an)、

/かき混ぜ、口論する。」=ban4 です。 

花瓣 hua1 ban4 <花弁> 

一半 yi2 ban4 <半分> (一（イチ）が声調変化しています。） 

陪伴 pei2 ban4 <お供する> 

打扮 da3 ban0 <おしゃれ、装う、着飾る> 

办法 ban4 fa3 <方法、手段> 

拌嘴 ban4 zui3 <口げんかする、口論する> 

次bao4 の漢字は 暴 <暴力的な、露出する>、爆 <爆発>、抱 <抱く>、 

报 <新聞、回答する>の四つです。 

覚え方は 

「暴力なら/、爆弾/抱いて/新聞に/載ればビール(b4)がオリンピックで(ao)宣伝にな

る。」 =bao4 です。 

暴力 bao4 li4  <暴力 > 

爆破 bao4 po4 <爆破 > 

抱歉 bao4 qian4 <ごめんなさい。すまなく思う > / 拥抱 yong1 bao4 <抱き合
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う > 

报纸 bao4 zhi3 <新聞＞ 

次bang4 の漢字は 傍 <近づく,頃>、棒 <棒>の二つです。 

覚え方は 「傍らの/棒で/ビールを(b4)スバルに(ang)振りかける。」=bang4 です。 

傍晚 bang4 wan3 <夕方> 

棒球 bang4 qiu2 <野球> 

次bei4 の漢字は 惫 <非常に疲れる>、贝 <貝>、辈 <一生、生涯>、备 <備える

>、背 <背,背を向ける、背く>、被 <掛け布団,なになにされる>、倍 <二倍>、呗 <

不満、冗談のベイ>の八個です。 

覚え方は 

「非常に疲れた/貝の/一生の/備えは/、背中の/掛け布団と/、2 倍の/ビール(b4)を営

業する(ei)/ベー。」=bei4 です。 

疲惫 pi2 bei4  <疲労困憊している、疲れ切っている > 

贝壳 bei4 ke2 <貝殻＞ 

一辈子 yi1 bei4 zi0 <一生> 

准备 zhun3 bei4 <準備> 

手背 shou3 bei4 <手の甲> 

被子 bei4 zi0 <掛け布団> 

两倍 liang3 bei4 <二倍> 

呗 bei4 <不満、冗談の吧> 
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次ben4 の漢字は 笨 <馬鹿である>です。 

覚え方は 「ばかものは、ビール(b4)で恩(en)を返す。」=ben4 です。 

笨蛋 ben4 dan4 <馬鹿、間抜け、のろま> 

次bi4 の漢字は、 毕 <完了する、卒業する>、壁 <壁>、闭 <閉まる>、 

避 <避ける、よける>、必 <必須、必要>、碧 <青玉。青だま>、币 <貨幣>の七

つです。 

覚え方は 「卒業の時/、壁が/閉まるのを/避ける為/、必ず/靑だま/貨幣/で、ビール

を(b4)一本(i)買う。」=bi4 です。 

毕业 bi4 ye4 <卒業> 

壁画 bi4 hua4 <壁画> 

关闭 guan1 bi4 <閉まる、閉じる> 

避免矛盾 bi4 mian3 mao2 dun4  <トラブルを避ける> 

必需 bi4 xu1 <必要である。> / 必须 bi4 xu1 <必ず～しなければならない >/ 

必要 bi4 yao4 <必要である。> 

雪碧 xue3 bi4 <スプライト> 

纸币 zhi3 bi4 <紙幣> / 硬币 ying4 bi4 <硬貨> 

次bian4 の漢字は、 便 <便利だ、手軽な、小大便>、遍 <回、回数>、 

变 <変わる>、辩 <論じる、弁論する>の四つです。 

覚え方は 「便の/回数/変化/を論ずるには/ビール瓶(b4)を眼で(ian)数える。」=bian4 

です。 

方便 fang1 bian4 <便利である、都合が良い>/ 顺便 shun4 bian4 <ついでに> 
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说一遍 shuo1 yi2 bian4 <一度話す> (一が声調変化しています。） 

变成 bian4 cheng2 <～に変わる > 

辩护律师 bian4 hu4 lv4 shi1  <弁護士> 

次bing4 の漢字は、 并 <決して、別に>、病 <病気>の二つです。 

覚え方は 「決して/病気は/ビール(b4)で宝石を(ing)飲めば直る訳ではない。」 

=bing4 

です。 

并不高 bing4 bu0 gao1 <決して高くない> 

精神病 jing1 shen2 bing4 <精神病> / 神经病 shen2 jing1 bing4 <いかれている

> 

最後bu4 の漢字は、 怖 <恐ろしい>、布 <布>、部 <部分の部>、 

步 <歩み、ステップ、段階>、不 <あらず、否定の、ブ>の五つです。 

覚え方は 「恐ろしい/、布/部/を歩む/な、/ビールを(b4)飲んで踊っていろ(u)。」

=bu4 

です。 

恐怖片 kong3 bu4 pian4 <ホラー映画> 

抹布 ma1 bu4 <雑巾> 

全部 quan2 bu4 <全部> /部长 bu4 zhang3 <部長> 

散步 san4 bu4 <散歩する>/ 游人止步 you2 ren2 zhi3 bu4 <観光客立ち入り禁止

> 

不能 bu4 neng2 <出来ない> 
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母音の発音の分類を、ア(a)、オ(o)、エ(e)、イ(i)、ウ(u)、v の６種類に分けて、 

子音b 全体の発音を見た場合、 

（中国語の発音表は 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう3」もしくは 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１６」の発音のヒントの添付資料の

最初に “音節表” を付けたので、それを参照してください。その表を見ると、各子

音に対し、各母音の発音有る無しが一覧できます。） 

アの発音は全て有ります。 

オは、尾(o)だけ有って、欧米(ou)、ジュディイオング(ong) は有りません。そのた

め、エの発音の中の beng は bong のように発音しても混同は無いのです。 

エは 腹ペコ(e)の発音だけ有りません。 

イは 歯(ia)、油(iou)、羊(iou)、泳ぐ(iong) の四つは有りません。 

ウは 踊り(u)だけ有って、他のウは有りません。 

v の発音は有りません。 

この中で、子音b の発音で注意が必要なものは、 

(1) ban とbang 

(2) ben と beng 

(3) bin と bing の 3 種類です。 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１６」を再読して 

発音のコツをつかみましょう。 
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b の４声の “フレーズ集” を掲載します。 

不 <あらず、否定の、ブ> の用例は多いので、単語集の欄は数が多いです。 

b の４声の漢字 

b の４声の“読み上げ” です。掲載できる容量の関係で、後半の部分は少し切れてい

ます。 

音声プレーヤー 

b の４声の“曲で聴く” ビールの歌です。 

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４２  

今回は p の１声の漢字です。 

１声の 子音＋声調 のキーワードは、 最初の言葉の語尾が母音の ア の pa  

パ ですから、パンク という言葉を選びました。 

p の１声の最初は pa1 です。 

pa1 の漢字は、 趴 <うつ伏せ>です。 

覚え方は 「うつぶせで/ パンクした(p1)おばさん(a)。」=pa1 です。 

趴一下 pa1 yi2 xia4 うつぶせになる （一が声調変化しています。） 

次pai1 の漢字は、 拍 <手の平で軽くたたく,撮影する>です。 

覚え方は 「手の平で軽くたたくと、/ 愛が(ai)、パンクする(p1)。」=pai1 です。 

禁止拍照 jin4 zhi3 pai1 zhao4 <撮影禁止> 
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次po1 の漢字は、 坡 <坂>、泼 <（液体を）まく、ぶっ掛ける>の二つです。 

覚え方は 「坂で/液体を撒いたら、/ 尾が(o)刺さって、パンクした(p1)。」=po1 で

す。 

陡坡 dou3 po1 <急勾配> / 新加坡 xin1 jia1 po1 <シンガポール> 

泼一点水 po1 yi4 dian3 shui3  <少し水を撒く> 

次pou1 の漢字は、 剖 <切り開く、断ち割る>です。 

覚え方は 「腹を切り開くことを、/ 欧米では(ou)、パンクという(p1)。」=pou1 で

す。 

剖腹产 pou1 fu4 chan3 <帝王切開> 

次pen1 の漢字は、 喷 <噴き出る>です。 

覚え方は 「噴き出た/ 恩は(en) パンクする(p1)。」=pen1 です。 

喷泉 pen1 quan2 <噴水> 

次peng1 の漢字は、 烹 <調理する>です。 

覚え方は 「調理ができる/ エンジェルは(eng)、パンクした(p1)車に乗っている。」

=peng1 

です。 

烹饪 peng1 ren4 <料理を作る> 

次pi1 の漢字は、 批 <批判する、大量にまとめて>です。 

覚え方は 「批判され、まとめて仕入れた物は/、一つ位が(i)、パンクする(p1)。」 pi1
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です。 

批判 pi1 pan4 <批判（する）> 

次pin1 の漢字は、 拼 <命がけでやる、つづり合わせ>です。ピンインのピンです。 

覚え方は 「命がけで、ピンインで/、パンクの(p1)音を(in)つなぎ合わせる。」=pin1 

です。 

拼音 pin1 yin1 <ピンイン> 

次pian1 の漢字は、 偏 <偏る、傾く>です。 

覚え方は 「偏った/ 眼は(ian)、パンクする(p1)。」=pian1 です。 

偏食 pian1 shi2  <偏食> 

最後のpu1 の漢字は、 扑 <ぽんと打つ>です。日本語の相撲の“撲”の字です。 

覚え方は 「相撲取りが/ 踊ると(u)、パンクしてしまう(p1)。」=pu1 です。 

相扑 xiang1 pu1 <相撲> 

以上のフレーズで、p の１声の漢字１１個のピンインと声調を覚えることができます。 

p の1 声の “フレーズ集” を掲載します。 

p の１声の漢字 

p の1 声の“読み上げ” です。フレーズの全てを読み上げています。 

音声プレーヤー 

p の1 声の“曲で聴く” パンクの歌です。 

音声プレーヤー 
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p の１声の漢字は１１個と少ないので覚え易いと思います。 

 中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４３  

今回は p の２声の漢字です。 

２声の 子音＋声調 のキーワードは、 最初の言葉の語尾が母音の オ で始まる

言葉として po です。ポで始まる言葉をいろいろ探してみましたが、適当な言葉が

無かったので、 

商品目の ポッキ―を借用することにしました。 

先ず子音p で始まる最初の２声の漢字、pa2 からです。 

pa2 の漢字は、 扒 <かゆくてかく、金品をする>、爬 <はう、登る>の二つです。 

覚え方は 「すりは/這い上がって/、おばさんの(a)、ポッキー(p2)をする。」=pa2 

です。 

扒手 pa2 shou3 <すり>、 

爬不起来了 pa2 bu4 qi3 lai2 le0 ＜ベッドから這い出ることが出来ない＞ 長い休

み明けに 出社、通学が嫌な時に使えそうですね。 

次pai2 の漢字は、 

徘 <徘徊する、行ったり来たりする>、牌 <記念碑>、排 <並べる>の三つです。 

覚え方は 

「ぶらぶら歩いて/、牌を/並べるのは/、愛(ai)のこもった、ポッキーを(p2)、食べな

がら。」 =pai2 です。 

徘徊 pai2 huai2 <あてもなくぶらぶらする,行ったり来たりする> は、高齢者問題
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でよく耳にします。 

名牌 ming2 pai2 ＜ブランド品＞。ブランド品だけでも垂涎の的なのに、高级名牌 

gao1 ji2 ming2 pai2＜高級ブランド品＞となるといったいどんなブランド品でしょ

うか？ 

排骨pai2 gu3 骨付きバラ肉、＜スペアリブ＞ 果物は皮と果実の間の部分がおいし

いと言われますが、肉も骨と身の間が美味しいようです。私が在中当時、友人が好ん

でスペアリブを注文していたことを思い出しました。中国の方は、ことのほかスペア

リブがお好みのようです。 

次pan2 の漢字は、 盘 <大皿、詳細に尋問する>です。 

覚え方は 「大皿は/、ポッキー(p2)盛るのに按摩屋(an)が使う。」=pan2 です。 

方向盘 fang1 xiang4 pan2 ＜車のハンドル＞を始め、いろいろな用例がある漢字

です。 

次pao2 の漢字は、 袍 <チャイナドレス>です。 

覚え方は 

「チャイナドレスを着て/、ポッキーを(p2)オリンピック(ao)で売っている。」=pao2 

です。 

旗袍 qi2 pao2 <チャイナドレス> は覚えておきましょう。 

次 pang2 の漢字は、 旁 <脇、 そば>です。 

覚え方は 「そばには/、ポッキー(p2)を食べる、スバル星人(ang)が居る。」=pang2

です。 

旁边 pang2 bian1＜ ～のそば＞ はよく使うので是非覚えましょう。 
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次po2 の漢字は、 婆 <おばあさん>です。 

覚え方は 「おばあさんは/、ポッキーを(p2)、尾(o)に刺した。」=po2 です。 

麻婆豆腐 ma2 po2 dou4 fu0 <マーボ豆腐> マーボ豆腐の “ボ”ですが 中国語で

は 

“ポ po2”なんですね。 

次pei2 の漢字は、 

赔 <賠償する、償う>、陪 <お供する>、培 <育成する、養成する>の三つです。 

覚え方は 「賠償は/、お供が/培養した/、ポッキー(p2)を営業(ei)が売る。」=pei2 

です。 

索赔问题 suo3 pei2 wen4 ti2 ＜クレーム＞ 

陪伴 pei2 ban4 ＜お供する＞ 一緒にご飯を食べに行きましょうと誘われたら、ハ

イハイお供します。 というような場面に使える言葉です。 

培训 pei2 xun4 ＜（幹部や技術員を）訓練し育成する、研修＞ 新人研修にはこの

言葉が良いでしょう。 

次 peng2 の漢字は、 朋 <友達>です。 

覚え方は 「友達は/、ポッキーを(p2) エンジェル(eng)にあげた。」=peng2 です。 

朋友 peng2 you0 ＜友達＞ 中国のカラオケでよく歌われてきた曲名にもなってい

ます。 

子音p の発音で、pong という発音は無いので、peng は pong の様に発音しても混

同することは有りません。 
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次pi2 の漢字は、 

啤 <ビール>、疲 <疲れる、疲労する>、脾 <脾臓（ひぞう）>、皮 <皮>の四つ

です。覚え方は 「ビールは/疲れた/脾臓の/皮を/、ポッキー(p2)で一枚(i)削って飲む。」

=pi2 

です。 

无醇啤酒 wu2 chun2 pi2 jiu3 <ノンアルコールビール> 

疲惫 pi2 bei4 <疲労困憊している、疲れ切っている> 

脾胃 pi2 wei4 <（物事に対する）好み> 

皮肤 pi2 fu1 皮膚   等の用法が有ります。 

次pin2 の漢字は、 贫 <貧しい>、频 <しばしば。周波数>の二つです。 

覚え方は 「貧しくて/ 頻繁に/、ポッキーの(p2) 音を(in) 聞きたがる。」=pin2 で

す。 

贫穷 pin2 qiong2 <貧乏、貧困> 

频繁 pin2 fan2 <頻繁（ヒンパン）である> 等の使い方が有ります。 

次pian2 の漢字は、 便 <安い>です。 

覚え方は 「安い/、ポッキーを(p2) 眼(ian)で探す。」=pian2 です。 

便宜pian2 yi0 <（値段が）安い>はよく使う単語ですね。 

“便” の漢字は、このほかに bian4 の読み方が有ります。それの覚え方は、 

「便の/ 回数変化を/論ずるには/ ビール(b4) 瓶を眼で(ian)数える。」=bian4 です。 
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これは、すでに 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４１」でやりまし

た。 

次ping2 の漢字は、 

瓶 <ビール瓶の瓶>、苹 <りんごのリン>、评 <評価の評>、それと 

凭 <どんなに何々でも、何々を根拠に>、平 <平ら>、屏 <びょうぶ>の六つです。 

漢字の数が多いので、二つのフレーズに分けて 覚えます。 

「瓶詰め/りんごの/評価には/ 英国産の(ing) ポッキー(p2) が必要。」 と 

「どんなに/ 平らな/ 屏風でも/ 英国産の(ing) ポッキー(p2) で穴が開く。」=ping2

です。 

一瓶啤酒  yi4 ping2 pi2 jiu3 ＜ビール一本＞ 

苹果 ping2 guo3 ＜りんご＞ 

评价 ping2 jia4 ＜ 評価＞ 

“凭” は、少し用法が難しいです。 

凭什么 ping2 shen2 me0 ＜不満の気持ちで なんで？＞等が有りますが、 

詳しい用法は辞書等で調べて下さい。 

和平 he2 ping2 ＜平和（である）＞日本語と語順が逆なことに注目です。 

触摸屏 chu4 mo1 ping2 ＜タッチパネル＞ 

最後pu2 の漢字は、 葡 <葡萄の葡>、脯 <胸>の二つです。 

覚え方は 「葡萄の様な/ 胸は/ 、ポッキーが(p2) 踊る(u) とき刺さる。」=pu2 で
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す。 

葡萄 pu2 tao2 <ぶどう> 

胸脯 xiong1 pu2 <胸> / 胸脯子xiong1 pu2 zi0 <胸> 

以上が p の２声の漢字でした。 

このように、中国の漢字の意味とそのピンイン、声調をまとめて覚えられるのでとて

も効率的に学習できます。 

フレーズに対して、中国の漢字が頭に浮かぶようになればBest です。 

それでは、p の２声をまとめた pdf. と “読み上げ”、“曲を聴く”を添付しますので、

次回p の３声のブログを公開する前に、p の2 声を完全にマスターしてください。 

p の２声の “フレーズ集” を掲載します。 

p の２声の漢字 

p の２声の“読み上げ” です。 フレーズ集前半部を読み上げています。 

音声プレーヤー 

p の２声の“曲で聴く”  ポッキーの歌です。 

音声プレーヤー 
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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４４  

今回は p の３声の漢字です。 

３声の 子音＋声調 のキーワードは、 最初の言葉の語尾が母音の エ (pe)で始

まる言葉です。 

ペ で始まる言葉は、いろいろ有りますね。 

ペリカン とか ペン習字 とか ペアルック とか ペースメーカー とか 

ペーパードライバー とか ペキンダック とか ペットボトル とか ペッパー警

部 とか ペディキュア とか ペテン師 とか ペナルティー とか ペパーミン

ト とか 

ペペロンチーノ とかが有りますが、 

“ペンダント” をキーワードに決めました。 

子音p で始まる３声の漢字は、7 つしか有りませんので楽勝です。 

先ず、pao3 からです。 

pao3 の漢字は 跑 <走る>です。 

覚え方は 「走って/、ペンダント(p3)を、オリンピック(ao)に届ける。」=pao3 で

す。 

跑步 pao3 bu4 ＜駆け足をする、ジョギングをする＞ 

次peng3 の漢字は 捧 <捧げるように持つ、すくう、おだてあげる>です。 

覚え方は 「すくい上げた/ ペンダント(p3)を エンジェル(eng)にあげる」=peng3
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です。 

“捧” は両手でものをすくったり、支えたりする動作の意味で、水をすくって飲んだ

り、スイカを両手で抱え込んだり、小さな 豆やサクランボなどをすくって持つよう

な動作に使われます。 

次pi3 の漢字は匹 <反物,馬を数える量詞>です。 

覚え方は 「一匹の反物は、ペンダント(p3)で、一式(i)止める。」=pi3 です。 

次pin3 の漢字は品 <品物、物品>です。 

覚え方は 「品の良い、ペンダント(p3)の 音(in)。」=pin3 です。 

海外旅行では 免税品mian3 shui4 pin3 ＜免税品＞ とか 

易碎品 yi4 sui4 pin3 ＜壊れ物＞ 等が代表の単語です。 

次pu3 の漢字は 普 <普通の普>、浦 <浦>、朴 <質素である> の三つです。 

覚え方は 「普通/、 浦での/ 質素な/ 踊り(u)は、ペンダント(p3)が必要。」=pu3 

です。 

普通 pu3 tong1 <普通> 

浦东机场 pu3 dong1 ji1 chang3 <浦東飛行場＞中国上海の代表的な飛行場です。 

俭朴 jian3 pu3 ＜倹約して質素である。生活を切り詰める。＞ 

３声＋３声なので”俭”は２声で発音します。 

このようにごく自然に、漢字の意味とピンインと声調を覚えることができます。 

p の３声の “フレーズ集” を掲載します。 

p の３声の漢字 
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p の３声の“読み上げ” です。 

音声プレーヤー 

p の３声の“曲で聴く” ペンダントの歌です。 

音声プレーヤー 

以上でp 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４５ 

さて今回は p の４声の漢字です。 

p の４声のキーワードは “ピアス”です。 

今思うと p の３声が“ペンダント”だったので、少し紛らわしくなってしまったと反

省しています。“ピアノ”の方が良かったかなと思いますが、取り敢えず“ピアス”です。 

p の４声の最初は pa4 です。 

pa4 の漢字は、 怕 <怖い>です。 

フレーズは 「怖がる/ おばさんに(a)、ピアス(p4) をさした。」=pa4 です。 

恐怕 kong3 pa4 <～ではないかと心配する> / 哪怕 na3 pa4 <たとえ～でも＝即

使> 

がよく使われる単語です。 
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次pai4 の漢字は、 派 <派遣する>です。 

フレーズは 「派遣され/、ピアス(p4) と愛(ai) を失った。」=pai4 です。 

气派 qi4 pai4 <風格、貫禄がある> 

次pan4 の漢字は、 盼 <待ち望む>、判 <判定する>の二つです。 

フレーズは 

「待ち望んだ/ 判定は/ 、按摩屋は(an)、ピアス(p4)をしてもＯＫである。」=pan4 

です。 

盼望 pan4 wang4 <待ち望む> 

判定 pan4 ding4 <判定する、判断して決める> 

次pao4 の漢字は、 炮 <爆竹、発破、>、泡 <泡>の二つです。 

フレーズは 

「爆竹で/ 泡だらけの/ ピアス(p4)を、オリンピックで(ao)ばら撒く。」=pao4 で

す。 

鞭炮 bian1 pao4 <爆竹> 

电灯泡 dian4 deng1 pao4 < 電球、二人の恋人の間にいる>=电灯胆 dian4 deng1 

dan3 <カップルの邪魔をする野暮な人＞ 

次pang4 の漢字は、 胖 <肥る>です。 

フレーズは 「太って/、スバルの(ang)、ピアスが(p4) 外れた。」=pang4 です。 

最近我越来越胖了 zui4 jin4 wo3 yue4 lai2 yue4 pang4 le0 <私は最近ますます肥

って来た＞ 
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次po4 の漢字は、 迫 <迫る>、破 <破る、破壊する>の二つです。 

フレーズは 「迫られて/、破れた/ ピアスが(p4)、尾に(o) 刺さる。」=po4 です。 

次pei4 の漢字は、 配 <交配、配合、配給する>です。 

フレーズは 「配られたのは/、ピアス(p4) をした営業(ei)娘。」=pei4 です。 

配合 pei4 he2  ＜力を合わせる、チームワークを取る＞ 

次peng4 の漢字は、 碰 <出くわす、ぶつかる>です。 

フレーズは 

「出くわした/、エンジェルは(eng)、ピアス(p4) の穴だらけであった。」=peng4 

です。 

次pi4 の漢字は、 屁 <おなら>、譬 <たとえる>の二つです。 

フレーズは 

「おならに/ 例えれば/、お尻に、ピアス(p4)が、一本(i)ささる。」=pi4 です。 

屁股 pi4 gu0 <お尻> 

譬如 pi4 ru2 <たとえば> = 比如说 bi3 ru2 shuo1 = 比方说 bi3 fang0 shuo1 

次pin4 の漢字は、 聘 <募集する、招く>です。 

フレーズは 「募集した/、ピアスの(p4) 音(in)。」=pin4 です。 

招聘广告 zhao1 pin4 guang3 gao4 <募集広告> 

次piao4 の漢字は、 漂 <きれい>、票 <票、券>の二つです。 

フレーズは 

「きれいな/ 票に/、ピアスを(p4) 付けて薬に(iao)する。」=piao4 です。 
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漂亮 piao4 liang0 <美しい、器量が良い> 

飞机票 fei1 ji1 piao4 <航空券> 

次pian4 の漢字は、 片 <切れ端>、骗 <だます、あざむく>の二つです。 

フレーズは 

「切れ端で/ 、だましても/ 眼は(ian)、ピアスを(p4) 見つけた。」=pian4 です。 

相片 xiang4 pian4 <写真> = 照片 zhao4 pian4 <写真> 

欺骗 qi1 pian4 <欺く、だます、ペテンにかける> 

最後 pu4 の漢字は、 铺 <板がけの寝台>です。 

フレーズは 「寝台で/ 踊ると(u) ピアスが(p4) 刺さる。」=pu4 です。 

当铺 dang4 pu4 <質屋> / 卧铺票 wo4 pu4 piao4 <列車の寝台券> 

以上が p の４声の漢字でした。 

子音がp＋母音の発音は、子音がb＋母音の発音と同じですが、子音がb では無かっ

た “欧米 (ou)”が有ります。それは p の１声の “剖” という漢字です。 

p の１声の “剖”は <切り開く、断ち割る>という意味の漢字で、日本語では刑事もの

のドラマでおなじみの“解剖”の ボウです。 

フレーズは 「腹を切り開くことを/、欧米(ou)では、パンク(p1)という。」=pou1 

でしたね。 

ところで、マーボー豆腐のボーが中国語ではポー（麻婆豆腐 ma2 po2 dou4 fu0）)

だったり、解剖のボウが中国語ではポウ（解剖 jie3 pou1）だったりするのは何故な

のでしょうかね 
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子音がp で発音に注意するのは 

（１）pan と pang 

（２）pen と peng 

（３）pin と ping の３種類です。 

子音が b, p, m, f の場合、ジュディイオング(ong)の発音が無いので、 

bong , pong, mong, fong の様に発音するとよいでしょう。 

“音節表”は 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう３」 もしくは 「中

国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう１６」 の添付に有ります。 

その表を見て、実際に確かめてみてください。 

それではp の４声の “フレーズ集” を掲載します。 

p の４声の漢字 

p の４声の“読み上げ” の前半部分です。 

音声プレーヤー 

 

p の４声の“曲で聴く” ピアスの歌です。 

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４６ 

今日は２０１９年5 月１日（水）年号が平成から令和に代わった最初の日です。 

心を新たにしてチャレンジして行きましょう。 
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さて今回の４６回目は m の１声です。 

m の１声は５個しか有りません。 

最初はma1 です。 

このマーというのは、中国語の声調の練習の例題によく使われていますね。 

ma1, ma2, ma3, ma4 

そして 「妈妈骂马吗？」 ma1 ma0 ma4 ma3 ma0 ＜ママが馬をしかりました

か？＞ 

というような マーの連続した例題も目にしますね。 

日本語だと 「今日の試験結果どうだった？」 の問に対し 「うん、マーマーだっ

たよ。」と３声で答えますね。 

「あなたマージャンできますか？」の問に対し「マージャン！私できません。」のマ

ーは普通２声ですね。 

「こんな具合でどう？」の問に対し 「マーいいか。」のマーは４声ですね。 

こんな具合に日本語の中でも声調はいろいろ使われていますね。 

さてと、m の１声のキーワードは ”ママ” です。 

ma1 の漢字は、 妈 <ママ>、抹 <ぬぐう、拭く >の二つです。 

フレーズは 「ママは/、雑巾で/ ママの(m1) おばさんの(a)顔を / 拭く。」=ma1

です。 

妈妈 ma1 ma0  ＜お母さん＞ 

抹布 ma1 bu4  ＜雑巾＞ 
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“抹“ ma1 の単語は 抹布 を覚えておけばいいでしょう。 

さらに、”抹“ の漢字は mo3 の読み方も有ります。 

＜塗る、ぬぐう、拭く、消す、抹殺する＞の意味で、このフレーズは 

「塗ったり拭いたり消したりできる/ メガネ(m3) 猿の尾(o)。」=mo3 です。 

また、似たような意味を持つ漢字で 

”擦” ca1  <拭く、こする＞も有ります。 

日本語の”摩擦（マサツ）”のサツです。 

このフレーズは「こすって拭くのは/、おばさん(a) なら出来る(c1)。」=ca1 です。 

これらの使い方は感覚的に 

“抹” ma1 は 抹布 ma1 bu4 ＜雑巾＞に限定して覚えておけばOK. 

“抹” mo3 は 軽くぬぐって拭く感じ 

(パンにジャムを塗ったり、口紅を塗ったりする動作も含みます。） 

”擦” ca1  は ゴシゴシこすって拭く感じ 

用例は 

涂抹 tu2 mo3  <塗る、塗りつける> 

擦掉 ca1 diao4  <ぬぐい取る> / 擦地板 ca1 di4 ban3 <床を拭く> 

等が有ります。 

次mao1 の漢字は、 猫 <猫>です。 

フレーズは 「猫は/、ママが(m1) オリンピックで(ao) 抱いている。」=mao1 です。 

熊猫  xiong2 mao1 <パンダ> 
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次mo1 の漢字は、 摸 <手で触る>です。 

日本語の”暗中模索”の モ です。手で探（サグ)る感じですね。 

フレーズは 「手で触る/ 尾は(o)、ママ(m1) 好み。」=mo1 です。 

触摸屏 chu4 mo1 ping2 <タッチパネル> 

次men1 の漢字は、 闷 <蒸し暑い、暑苦しい>です。 

フレーズは 「暑苦しい/ ママ(m1) の 恩(en)。」=men1 です。 

天气闷 tian1 qi4 men1 <蒸し暑い> 

この “闷”は４声の発音も有って、 

闷 men4 <不愉快である、つまらない、退屈だ>の意味です。 

フレーズは 「退屈な/ 恩は(en)、ミサイルで(m4)壊す。」=men4 です。 

(m の４声のキーワードは”ミサイル”です。） 

闷闷不乐 men4 men4 bu2 le4 <憂鬱である。心がふさいで晴れ晴れしない> 

のような用法が有ります。（”不”はもともと４声ですが、不の後の漢字が４声なので

声調変化して２声になります。） 

どちらも 気が晴れ晴れしませんね。 

以上でm の１声は終わりです。 

m の１声の “フレーズ集” を掲載します。 

m の１声の漢字 

m の1 声の “読み上げ” です。 

音声プレーヤー 
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m の１声の “曲で聴く”  ママの歌 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４７ 

今日は年号が代わった初日なので、元気を出して本日２回目の投稿をします。 

今回はm の２声です。m の１声は5 個しか有りませんでしたが、２声は３２個有り

ます。 

m の２声のキーワードは “森” です。 

それでは早速始めましょう。先ず最初は ma2 です。 

ma2 の漢字は、 麻 <ゴマ>です。 

フレーズは 「ゴマ取りに/ 森へ(m2) おばさんは(a)、行く。」=ma2 です。 

麻烦 ma2 fan0 <煩わしい> とか、今までに何回か出て来た 

麻婆豆腐 ma2 po2 dou4 fu0  ＜マーボ豆腐＞ の単語が有ります。 

次mai2 の漢字は、 埋 <埋める、覆う>です。 

フレーズは 「埋葬先は/、愛の(ai) 森(m2)。」=mai2 です。 

埋葬 mai2 zang4 <埋葬する> 

次mao2 の漢字は、 髦 <（古い言葉で）幼児の前髪>、茅 <マオタイ酒のまお、チ

ガヤ>、 

矛 <ほこ やり>、毛 <毛>の四つです。 

フレーズは 
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「流行している/ マオタイ酒で/ 矛盾だらけの/ 毛は/、オリンピックの(ao) 森(m2)

から吹き出てくる。」=mao2 です。（あまり出来の良いフレーズでは）有りませ

んが我慢してください。) 

“髦” の漢字は 时髦 shi2 mao2  ＜流行している、モダンな＞として使われるだけ

です。 

茅台酒 mao2 tai2 jiu3 <マオタイ酒>(中国を代表する有名なお酒です。) 

矛盾 mao2 dun4  ＜矛盾＞ よく知られている ホコとタテの話です。 

毛豆 mao2 dou4 ＜枝豆＞ /睫毛 jie2 mao2 ＜睫毛 ＞ / 眉毛 mei2 mao0 ＜眉

＞ 

等いろいろ有ります。 

次mang2 の漢字は、 忙 <忙しい>です。 

フレーズは 「忙しくても/ 森で(m2) スバルを(ang) 読まなければいけない。」

=mang2 です。（このフレーズの中のスバルは、明治時代後半から大正時代初期に

かけて発刊されていた文芸雑誌“スバル”をイメージしています。） 

忙しい現代人にとってこの “忙” の漢字は毎日使われる漢字でしょう。 

帮忙 bang1 mang2 ＜手伝う＞ 

次mo2 の漢字は、 魔 <魔物>、膜 <膜>、摩 <こする>、模 <模範、模倣する>

の四つです。 

フレーズは 「魔力で/ 膜を/ こすると/ 模型の/ 森(m2) から尾(o) が出てくる。」

=mo2 

です。 
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魔术 mo2 shu4 <手品> 

鼓膜 gu3 mo2 <鼓膜> 

按摩 an4 mo2 <押す、あんま> 

模范 mo2 fan4 <模範、手本> 

次mou2 の漢字は、 谋 <職を求める、計略、参謀>です。 

フレーズは 「参謀は/ 欧米の(ou) 森でも(m2)計略を練る。」=mou2 です。 

谋财害命 mou2 cai2 hai4 ming4 <財物を奪うために人を殺害する> 

次mei2 の漢字は、 没 <無い>、霉 <カビ>、梅 <梅>、莓 <イチゴ>、煤 <石炭

>、眉 <眉>の六つです。 

フレーズは 

「無いよ！/ かびた/ 梅と/ 苺の/ 石炭で/、眉を/ 描いた森さん(m2)が、営業(ei)

に行くこと。」=mei2 です。 

没有 mei2 you3 <持っていない> 

倒霉 dao3 mei2 <運が悪い、ついていない> 

杨梅 yang2 mei2 <ヤマモモ（の実）> 

草莓 cao3 mei2 <イチゴ> 

煤气 mei2 qi4 <ガス> / 煤炭 mei2 tan4 <石炭> 

眉毛 mei2 mao0 <眉> 

次men2 の漢字は、 门 <門>です。 

フレーズは 「門は/、森の(m2) 恩返し(en)で出来ている。」=men2 です。 
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次meng2 の漢字は、 盟 <同盟を結ぶ>、檬 <レモンのモン>、蒙 <かぶせる>の

三つです。 

フレーズは 「同盟軍は/、レモンの/モンタージュを/持って森の(m2)エンジェル(eng)

を探す。」=meng2 です。 

海誓山盟 hai3 shi4 shan1 meng2 <いつまでも変わらない愛を誓う> 

柠檬 ning2 meng2 <レモン> 

蒙太奇 meng2 tai4 qi2 <モンタージュ> 

次mi2 の漢字は、 迷 <迷う>です。 

フレーズは 「迷うと/ 森から(m2) 一歩も(i) 出られない。」=mi2 です。 

迷惑mi2 huo0 <戸惑う、惑う> 

次min2 の漢字は、 民 <民、人民>です。 

フレーズは 「民は/、/森の(m2) 音に(in) おびえている。」=min2 です。 

中华民族 zhong1 hua2 min2 zu2 <中華民族> 

次miao2 の漢字は、 苗 <苗>、描 <なぞって書く、模写する>の二つです。 

フレーズは 「苗を/ なぞって書いたら/、森の(m2) 薬屋に(iao) 売りに行く。」

=miao2 

です。 

苗条 miao2 tiao0 <女性の体つきがしなやかである。プロポーションが良い> 

描述 miao2 shu4 <描写する> 
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次mian2 の漢字は、 眠 <眠る>、棉 <綿、木綿>、绵 <真綿、長く続く、柔らか

い> 

の三つです。 

フレーズは 「眠るとき/ 木綿の/ 眼帯(ian) をして森(m2)で寝る。」=mian2 で

す。 

“棉” と “绵”は同類の漢字として覚えます。 

睡眠不足 shui4 mian2 bu4 zu2 ＜ 睡眠不足＞ 

棉纺织品 mian2 fang3 zhi1 pin3 <綿織物> 

绵纸 mian2 zhi3 <ティッシュペーパー>=薄棉纸 bao2 mian2 zhi3 

次ming2 の漢字は、 明 <明るい>、名 <名前>の二つです。 

フレーズは 「明るい/名前は/、森の(m2)、石(ing)まつ。」=ming2 です。 

(浪曲や講談に出て来る“森の石松”は清水次郎長の子分として幕末期に活躍したとさ

れる侠客。石松はアウトローである。 飲兵衛で、喧嘩っ早く、そしてなにより馬鹿で

あった。 

石＝ing として使ったのはこのフレーズだけです。“森の宝石” としたほうが良かっ

たかも知れませんが、私の気まぐれで、こんなフレーズになりました。) 

最後です、mu2 の漢字は、 模 <型、鋳型（イガタ）>です。 

フレーズは 「型にはまった/ 踊りは(u) 森で(m2) 踊る」=mu2 です。 

mo2 にも “模” が有りましたね。少し戻って見て下さい。 

mo2 の漢字は、 魔 <魔物>、膜 <膜>、摩 <こする>、模 <模範、模倣する>で、 
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フレーズは 「魔力で/ 膜を/こ すると/模 型の/ 森から(m2) 尾が(o) 出てくる。」

でした。 

mo2 の “模”は 

模糊 mo2 hu0 ＜ぼんやりしている、はっきりしない＞ / 模型 mo2 xing2 ＜型 ＞

/ 

模仿 mo2 fang3 ＜模倣する＞ / 模范mo2 fan4 ＜模範、手本＞のような用法で、 

mu2 の “模”は 

模具 mu2 ju4 <金型 = 模型> / 模样mu2 yang4 <顔かたち、身なり、～くらい、

様子、形勢>のような用法です。 

mu2 の “模”は 物を作る時の型のイメージが強いですが、 

模样 mu2 yang4 <顔かたち、身なり、～くらい、様子、形勢> 

の単語だけは少しニュアンスが違う用法なので覚えておきましょう。 

m の２声の “フレーズ集” を掲載します。 

m の２声の漢字 

m の２声の “読み上げ” の前半です。 

音声プレーヤー 

m の２声の “曲で聴く”  森の歌です。（原曲は「森へ行きましょう」です。） 

音声プレーヤー 
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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４８ 

さてさて 今回はm の３声です。３声は最初の言葉の語尾が エ (e)で始まるキーワ

ード 

”メガネ“です。 

先ず最初は、ma3 の漢字です。 

ma3 は、 蚂 <蟻>、马 <馬>、码 <数>の三つです。 

フレーズは 

「アリマ/ 馬券の/ 数は/、メガネを(m3) かけたおばさん(a)が数える。」=ma3 で

す。 

蚂 <蟻>とアリマ馬券とは、まったく関係は有りませんが、马 <馬> が有ったので、 

有馬記念を連想してしまって、アリマ馬券というフレーズを思い浮かべてしまいまし

た。 

有馬記念レースはファン投票によって選ばれた馬を中心に、毎年12 月に行われるレ

ースで、 

元農林大臣だった有馬頼寧（よりやす）を記念して命名されたそうです。知ってまし

たか？ 

蚂蚁 ma3 yi3 ＜蟻＞ 

３声＋３声の発音なので、前の３声の”蚂”は2 声の発音になります。 

ここで声調が変化についての一口メモです 
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声調変化は大別して4 つ有ります。 

①３声＋３声の発音は、前の３声の発音は2 声になる。 

② 数字の”一” は、もともとは１声です。 

順番や数字のイチを表意する時は１声で発音します。 

そうでないときは、”一”の後ろが １，２，３声の時は、４声で発音し、 

”一”の後ろが４声の時は２声で発音します。 

物を数える時に、よく ”一个 ～” と言いますね。 个は軽声ですが、もともとは４声

です。 

したがって発音は yi2 ge0 となります。 

③”不”は、もともとは４声です。”一”と同じく、、”不”の後ろが １，２，３声の時

は、 

４声で発音し、”不”の後ろが４声の時は２声で発音します。 

④もともとの声調が軽声に変わる場合。 

もともとの声調が軽声の漢字も有りますが（例えば「妈妈骂马吗？」の最後の”吗”。） 

慣用的な言い回しで、”妈妈”のようなものや、屁股 pi4 gu0 <お尻 >、 

黄瓜 huang2 gua0 <きゅうり>、漂亮 piao4 liang0 <美しい、器量が良い>、 

哪里 na3 li0 <どこ、どちら>、苗条 miao2 tiao0 <女性の体つきがしなやかである。

プロポーションが良い> 等々いろいろ有りますが、 

これらはあまり神経質にならず、軽声をもともとの声調で発音しても問題にはなりま

せん。 

もともとの声調を確実に覚える事に注力してください。 



 162 / 226 
 

以下は私の体験です。 

中国本土と台湾を比べると、中国本土は軽声が非常に多いですが、台湾はもともとの

声調通りに発音されていることが多いです。 

私が仕事で在中当時、中国人と台湾人が会話しても、内容は充分通じていましたから、 

軽声を含む単語を神経質になって覚える必要は無いな、と感じた次第です。 

以上声調変化の一口メモでしたが、実際面倒なのは、文章にはもともとの声調記号が

振られていますが、実際に話す時に声調変化が起こるのです。 

声調変化は上記の④を除いては慣例なので、しばらくの間注意していれば、自然に身

についてきます。 

私の教材では ②③④ は声調変化後の声調を示しているので、 

声調番号の通りに発音が学べるようになっています。 

①の３声＋３声 は、もともとの声調通りに示しています。 

蚂蚁 ma3 yi3 ＜蟻＞で道草を食ってしまいました。 

马上 ma3 shang4 <すぐ、直ちに＞ / 炸马铃薯 zha2 ma3 ling2 shu3 <フライド

ポテト> 

この 马 <馬>は、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４６」の中での、 

「妈妈骂马吗？」 ma1 ma0 ma4 ma3 ma0 ＜ママが馬をしかりましたか？＞ 

のma3 です。 
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次mai3 の漢字は、 买 <買う>です。 

フレーズは 「買いたいね/、愛の(ai) 見えるメガネ(m3)。」=mai3 です。 

ちなみに、＜売る＞ は mai4 “卖”です。 

次man3 の漢字は、 满 <満ちている、満足>です。 

フレーズは 「満足な/ 按摩(an) かどうか メガネ(m3) をかけて確かめる。」=man3 

です。 

满意 man3 yi4 <満足する> 

日本語的には ”满” の発音は４声になりがちなので注意しましょう。 

次mo3 の漢字は、 抹 <塗る、ぬぐう、拭く、消す、抹殺する>です。 

フレーズは 「塗ったり拭いたり消したりできる/ メガネ猿(m3) の尾(o)。」=mo3

です。 

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう４６」の中の説明を再度見てみまし

ょう。 

“抹” ma1 は 抹布 ma1 bu4 ＜雑巾＞に限定して覚えておけばOK. 

“抹” mo3 は 軽くぬぐって拭く感じ 

(パンにジャムを塗ったり、口紅を塗ったりする動作も含みます。） 

”擦” ca1  は ゴシゴシこすって拭く感じ 

でしたね。 
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“抹” mo3 の用例は 

抹杀 mo3 sha1 ＜抹殺する＞ / 涂抹 tu2 mo3 ＜塗る、塗りつける＞等が有りま

す。 

次mou3 の漢字は、 某 <有る人>です。 

フレーズは 「有る人は/ 、メガネ(m3)を 欧米で(ou) かけている。」=mou3 です。 

某人mou3 ren2 <ある人> 

次mei3 の漢字は、 每 <毎度>、美 <美しい>の二つです。 

フレーズは 「毎日/ 美しい/ 営業は(ei)、メガネ(m3) をかけたアメリカ人。」=mei3

です。 

フレーズの終わりの、アメリカ人は 美国人 mei3 guo2 ren2 で “美”を使うので付

け足しました。 

每天 mei3 tian1 ＜毎日＞ 

美金 mei3 jin1 <米ドル> / 美元 mei3 yuan2 <米ドル>/美丽 mei3 li4 <美しい> 

次meng3 の漢字は、 蒙 <モンゴル>、猛 <猛烈に、急に>の二つです。 

フレーズは 

「モンゴル人は/、猛烈な勢いで/ メガネを(m3) エンジェル(eng) に投げつける。」

=meng3 です。 

蒙古 meng3 gu3 <モンゴル>  ３声＋３声なので ”蒙” は２声の発音になりま

す。 

猛烈 meng3 lie4 <猛烈である> 
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次mi3 の漢字は、 米 <コメ、メートル>です。 

フレーズは 「米/ 一粒は(i)、メガネ(m3) が必要。」=mi3 です。 

米饭 mi3 fan4 <米の飯> /玉米yu4 mi3 <とうもろこし> / 

平方米 ping2 fang1 mi3 <平方メートル> 

次min3 の漢字は、 敏 <素早い、賢い>です。 

フレーズは 「敏感な/ メガネは(m3)、音(in) が出る。」=min3 です。 

敏感 min3 gan3 <敏感である> ３声＋３声なので “敏” は２声の発音になります。 

/ 灵敏 ling2 min3 <敏感である> / 过敏症 guo4 min3 zheng4 <過敏症、アレル

ギー> 

花粉症は 花粉症 hua1 fen3 zheng4 と言います。 

次miao3 の漢字は、 秒 <秒>です。 

フレーズは 「秒単位で/ メガネに(m3) 薬(iao) を注す。」=miao3 です。 

一秒钟yi4 miao3 zhong1 <一秒>  一（イチ）が声調変化して４声になっています。 

次mian3 の漢字は、 勉 <努力する、励む>、免 <免除する>の二つです。 

フレーズは 「勉強を/ 免除するには/ 、眼に(ian) メガネが(m3) 必要。」=mian3

です。 

勉强 mian3 qiang3 <無理やり> ３声＋３声なので “勉” は２声の発音になりま

す。 

“强” qiang3 の意味は ＜無理やり＞ という意味で、声調が２声になると＜強い＞

という意味になります。 

勉强の强は３声しか使わないので、日本語の”勉強”とは意味が違います。 
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日本語の “強” と中国語の “强” は形が少し違いますが、中国語の“强”は簡体字

で、 

もともとは日本語の強と同じです。 

免费 mian3 fei4 <無料> / 免税品 mian3 shui4 pin3 <免税品> / 

免税店 mian3 shui4 dian4 <免税店> 

m の３声の最後、mu3 の漢字は、 母 <母>です。 

フレーズは 「母は/、踊って(u) 、メガネ(m3)をなくした。」=mu3 です。 

母親に対して呼びかける時は  “妈”もしくは” 妈妈” と言います。 

他人に対して自分の母をさしていう場合、 

普通は、“我妈妈” 改まって言う時は “我母亲”です。（ここも３声＋３声なので”我”

は２声で発音します。） 

母亲 mu3 qin0 <お母さん> / 母音 mu3 yin1 ＜母音＞ / 父母fu4 m u3 <父母> 

はい、これでm の３声のフレーズ説明は終わりです。 

m の３声の “フレーズ集” を掲載します。 

m の３声の漢字 

m の３声の “読み上げ” の前半部分です。 

音声プレーヤー 

m の３声の “曲で聴く”  メガネの歌です。原曲は”森の鍛冶屋”です。 

鍛冶屋さんはメガネが必須アイテムです。 
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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４９ 

今回はm の４声です。４声は最初の言葉の語尾が イ (i)で始まるキーワード 

”ミサイル“です。 

先ず最初ma4 の漢字は、 骂 <毒づく、ののしる、悪態をつく>です。 

フレーズは 「毒づいてる/ おばさんは(a)、ミサイルで(m4)攻撃してしまえ。」=ma4 

です。 

この“骂”は 「妈妈骂马吗？」ですでにおなじみの漢字ですね。 

次mai4 の漢字は、 麦 <麦>、卖 <売る>の二つです。 

フレーズは 「麦を/ 売ってあげた/ 愛は(ai)、ミサイルでも(m4) 壊せない。」=mai4

です。 

麦当劳 mai4 dang1 lao2 <マグドナルド> / 小麦xiao3 mai4 <小麦> 

甩卖 shuai3 mai4 <投売りする> ちなみに ＜買う＞は ３声 “买” mai3 でし

た。 

次man4 の漢字は、 慢 <ゆっくり>、漫 <水があふれ出る、しまりがない>の二つ

です。 

フレーズは 「ゆっくり/ 漫画を/ 見ていると按摩屋(an) でミサイル(m4)攻撃にあ

う。」=man4 です。 

请慢走 qing3 man4 zou3 <お気をつけて> 

浪漫lang4 man4 <ロマンティックな> 
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次mao4 の漢字は、 冒 <風邪>、帽 <帽子>、茂 <茂る>、貌 <姿>、 

贸 <貿易、商取引>の五つです。 

フレーズは 「風邪を引いたら/ 帽子が/ 茂った/ 姿で/ オリンピックで(ao) ミサイ

ルを(m4)/貿易する。」=mao4 です。 

感冒gan3 mao4 <風邪> 

帽子mao4 zi0 <帽子> / 戴绿帽子dai4 lv4 mao4 zi0 <妻が浮気しているのに気づ

かない夫> 中国で緑色の帽子が流行らない理由は、こんな言い回しが有るからでしょ

うか。 

茂密mao4 mi4 <草木がこんもり茂っている> 

不礼貌bu4 li3 mao4 <失礼、マナーに反する> 

贸易mao4 yi4 <貿易> 

次mo4 の漢字は、 末 <末>、默 <黙る>、寞 <寂しい>、漠 <砂漠>、 

没 <沈む、沈没する>、墨 <墨>の六個です。 

フレーズは 

「末っ子は/、黙って/ 寂しく/ 砂漠に/ 沈んだ/ 墨の/ 尾に(o) ミサイルを(m4)打

ち込む。」 =mo4 です。 

周末 zhou1 mo4 <週末> 

幽默 you1 mo4 <ユーモア> 

寂寞 ji4 mo4 <さみしい> 

沙漠 sha1 mo4 <砂漠> 
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没收 mo4 shou1 <没収> 

墨鱼 mo4 yu2 <いか> 墨の魚がイカとは面白いですね。 

次mei4 の漢字は、 媚 <美しい、こびる>、魅 <もののけ、妖怪>、妹 <妹>の三

つです。 

フレーズは 「美しく/ 魅力的な/ 妹は/、ミサイルを(m4) 営業(ei)している。」=mei4

です。 

风光明媚 feng1 guang1 ming2 mei4 <風光明美> 

魅力 mei4 li4 <魅力> 

妹妹 mei4 mei0 <妹> 

次men4 の漢字は、 闷 <不愉快である、つまらない、退屈だ>です。 

フレーズは 「退屈な/ 恩は(en)、ミサイルで(m4)壊す。」=men4 です。 

闷闷不乐 men4 men4 bu2 le4 <憂鬱である。心がふさいで晴れ晴れしない >/ 

”不”bu4 が声調変化して２声になっています 

愁闷 chou2 men4 <気がふさぐ> 

１声の “闷”は <蒸し暑い、暑苦しい>で、 

フレーズは 「暑苦しい/ ママ(m1)の 恩(en)。」=men1 でしたね。 

次meng4 の漢字は、 梦 <夢>です。 

フレーズは 「夢では/、ミサイルを(m4) エンジェルに(eng) 発射した。」=meng4 

です。 

日本の夢はクサカンムリなのに中国の梦は林ですね。でも昔は日本の夢と同じでした。 
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簡体字で梦になってしまいました。 

梦幻 meng4 huan4 <まぼろし> 

次mi4 の漢字は、 秘 <秘密>、密 <秘密>、蜜 <蜜>の三つです。 

フレーズは 「秘密の// 蜜は/、ミサイルの(m4) 中で一人で(i) いただく。」=mi4

です。 

秘书 mi4 shu1 <秘書> / 秘密 mi4 mi4 <秘密> 

密码 mi4 ma3 <暗証番号> / 保密 bao3 mi4 <秘密> 

蜜蜂 mi4 feng1 <ミツバチ> / 蜂蜜 feng1 mi4 <蜂蜜> / 

菠萝蜜 bo1 luo2 mi4 <パイナップル> 

次miao4 の漢字は、 庙 <霊を祭る所、寺>、妙 <素晴らしい>の二つです。 

フレーズは 「寺の/ 妙 / 薬(iao)は 、ミサイルで(m4) 運ぶ。」=miao4 です。 

寺庙si4 miao4 <寺> 

微妙wei1 miao4 <微妙> 

次mian4 の漢字は、 面 <面>です。 

フレーズは 「面の/ 眼に(ian) ミサイルが(m4) 飛び込んでくる。」=mian4 です。 

面包 mian4 bao1 <パン＞ 

/ 羊角面包 yang2 jiao3 mian4 bao1 <クロワッサン> 

次ming4 の漢字は、 命 <命>です。 

フレーズは 「命は/、宝石だ(ing)、ミサイルで(m4) 助ける。」=ming4 です。 
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救命 jiu4 ming4 <命を救う> / 渴得要命 ke3 de0 yao4 ming4 <喉が渇いてたま

らない> 

さて最後mu4 の漢字は、 

牧 <放牧する、牧場>、墓 <お墓>、木 <木>、目 <項目、まなこ>、 

慕 <羨ましい、慕（シタ)う>、幕 <幕、スクリーン>、沐 <髪を洗う>の七つです。 

フレーズは 

「牧場の/ 墓の/ 木/ 目/ 慕って/ スクリーンで/ 髪を洗う/ 踊りは(u)、ミサイルの

(m4)的になる。」=mu4 です。 

牧场 mu4 chang3 <牧場> 

扫墓 sao3 mu4 <墓参り> 

木头 mu4 tou0 <アホ、バカ、木> 

目的 mu4 di4 <目的> / 节目 jie2 mu4 <プログラム、番組> 

羡慕 xian4 mu4 <羨ましい> 

屏幕 ping2 mu4 <テレビのスクリーン。映画のスクリーンは银幕 yin2 mu4> 

沐浴露 mu4 yu4 lu4 <ボディーシャンプー> 

子音がm の発音の中で難しい発音は、子音が b,ｐと同じく 

（１）man と mang 

（２）men と meng・・・・・・注１を参照 

（３）min と ming 

の３種類です。 

この発音に関してのヒントは 
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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１６」 

の中で説明していますので参照してください。  

注１ 

子音が b, p, m, f の場合、ジュディイオング(ong)の発音が無いので、 

bong , pong, mong, fong の様に発音するとよいでしょう。 

はい、以上で m の４声のフレーズ説明は終わりです。 

m の４声の “フレーズ集” を掲載します。 

m の４声の漢字 

m の４声の “読み上げ” の前半部分です。 

音声プレーヤー 

m の４声の “曲で聴く”  ミサイルの歌です。 

音声プレーヤー 

さて b の１声から b,ｐ,m の順で m の４声までフレーズの説明等して、２５２

個の漢字を順番に見て来ました。 

漢字が実際に使われるのは、漢字単体で使われる用法より、他の漢字と組み合わさっ

て使われる用法の方が圧倒的に多いので、漢字一個一個の読み方を覚えても非効率で

はないかと疑問を生じるかも知れません。 

しかし、漢字一個一個の読み方が解からないと結局は正しい発音が出来ないので、学
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習法の選択に迷うところでしょう。 

実は、このような悩みを解決する工夫が ”フレーズ表”に組み込まれています。 

”フレーズ表”は、一つの漢字に対して、一番右側の欄が単語集になっています。 

m の４声の最後の漢字を見てみましょう。 

”沐” の漢字の、単語集には ”沐浴露mu4 yu4 lu4 ボディーシャンプー”が記載さ

れています。 

現在は b の１声から始めて、m の４声までですから、”浴露 ”の読み方は未だ未知の

世界です。仕方が無いので現在は、”沐浴露”を声を出して”mu4 yu4 lu4 ボディーシ

ャンプー”と発声し、”沐”だけは覚えるように心がけて下さい。 

学習を先に進めて行くと、”浴” ”露” の漢字各々の単語集にも ”沐浴露mu4 yu4 

lu4 ボディーシャンプー”が記載されているので、 ”フレーズ表”を一周学習すれば、

単語集の列の単語すべてのピンインと声調がマスターできるようになっています。 

忘れてしまったり、調べたい漢字が有ったら、”Excel”の検索機能 を使えば、直ちに

その漢字の覚え方や、同音の漢字、単語例 を見ることができるので、とても効率的

に学習できます。 

（以前は単語集は、Excel の別のファイルで作っていましたが、今回ブログを始めて

から、”フレーズ集”に組み込んだので、とても便利になりました。） 

このブログを読んでくださっている皆さんには、是非活用いただき、さらに高いステ

ップに進んで行ける礎になったら幸いです。 
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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５１ 

さて今回から ｆに入りました。 

子音＋母音の発音で f は後にくる 母音の数が最も少ない子音で、 

fa,fan,fang,fo,fou,fei,fen,feng,fu の９個だけです。 

先ずは f の１声です。 

f の１声のキーワードは fa で始まる言葉で “ファスナー” です。 

f の発音は、上側の歯で下側の唇を軽く咬んでスタンバイして、下の唇を前方に押し出

す勢いで発声します。 

発音に注意するのは、b、p、m と同じ内容ですが、f では その他に fu と hu の

発音に注意が必要です。これについては fu1 の所で説明します。 

先ず最初fa1 の漢字は、 发 <発する>です。 

フレーズは 「発する/ おばさん(a) ファスナー(f1)はずして飛び回る。」 =fa1 で

す。 

发生  fa1 sheng1 <起こる、発生する、生ずる> / 发音 fa1 yin1 <発音> 

次fan1 の漢字は、 翻 <翻る>、番 <外国の>の二つです。 

フレーズは 「翻った/ 外国の/ 按摩は(an)、ファスナー(f1)外しがうまい。」=fan1 

です。 

翻译  fan1 yi4 <翻訳> 

番茄  fan1 qie2 <トマト> = 西红柿 xi1 hong2 shi4 <トマト> 
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日本語では、順番、当番、番号 で“番”は使われますが、通常使う中国語ではその単

語は無いです。 

次fang1 の漢字は、 芳 <かぐわしい>、方 <方法のホウ>の二つです。 

フレーズは 「かぐわしい/ 方法は/、スバルで(ang) ファスナーを(f1) おろすこと。」 

=fang1 です。 

芳草 fang1 cao3 <良い香りのする草花> 

方便 fang1 bian4 <便利である、都合が良い> 

次fei1 の漢字は、 妃 <お妃>、非 <非常に>、飞 <飛ぶ>の三つです。 

フレーズは 「楊貴妃 の/ 非常に/ 良く飛ぶ/ 営業の(ei) ファスナー(f1)。」=fei1

です。 

贵妃鸡  gui4 fei1 ji1 <鶏のワイン煮込み> 

非常  fei1 chang2 <とっても、非常に> 

飞机票  fei1 ji1 piao4 <航空券> 

次fen1 の漢字は、 氛 <気、気象、雰囲気>、分 <時間の分、分ける、分かれる、

分数>の二つです。 

フレーズは 「ムード有る/ 分単位の/ 恩(en) 返しは、ファスナーを(f1)開いてあげ

ること。」=fen1 です。 

氛围  fen1 wei2 <雰囲気> / 气氛qi4 fen1 <雰囲気、ムード> 

分手 fen1 shou3 <別れる> / 一部分 yi2 bu4 fen0 <一部分> / 

分钟 fen1 zhong1 <(時間の）分> 
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次feng1 の漢字は、 峰 <峰>、丰 <豊か>、风 <風>、封 <封じる>、蜂 <蜂、

ミツバチ>の五つです。発音はfong1 の様に発声して、fen1 と区別します。 

フレーズは 

「峰からの/豊かな/風を/封じるには/、蜜蜂が/エンジェルの(eng)ファスナーを(f1)

閉めろ。」=feng1 です。 

山峰  shan1 feng1 <山の峰> 

丰富  feng1 fu4 <豊富> 

风俗  feng1 su2 <風俗、風習> / 风景  feng1 jing3 <風景> 

信封  xin4 feng1 <封筒> 

蜜蜂  mi4 feng1 <ミツバチ> 

最後fu1 の漢字は、 夫 <夫>、傅 <師>、肤 <皮膚の膚>の三つです。 

フレーズは 「夫の/ 師は/、肌出し/ 踊り(u) でファスナー(f1)が外れた。」=fu1 で

す。 

この発音で注意するのは hu1 と混同しない発音をすることです。 

f の発音は、上側の歯で下側の唇を軽く咬んでスタンバイして、下の唇を前方に押し出

す勢いで発声。ｈの発音は のどの奥から絞り出す感じで発声です。 

夫妻 fu1 qi1 <夫妻> / 夫妇 fu1 fu4 <夫婦 夫妻 fu1 qi1 より丁寧な言い方> / 

夫人fu1 ren2 <夫人> 

师傅 shi1 fu0 <師匠、運転手、ホテル従業員、商店の店員への呼びかけ> 

皮肤 pi2 fu1 <皮膚> 

以上で f の１声は終わりです。 
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f の１声の “フレーズ集” を掲載します。 

f の１声の漢字  

f の１声の “読み上げ” です。 

 

f の１声の “曲で聴く”  ファスナーの歌です。 

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５２ 

今回はfの２声の予定でしたが、近頃ワンパターンになってしまい面白みが無いので、 

今回は役に立ちそうな文例１００選を掲載します。 

先ずは日本語のみの文例１００選です。中国語を連想してみてください。 

その後で、日本語、中国語とピンイン声調を 合わせて示します。 

（１）対面したときの会話 

あなたと知り合えて大変うれしいです。 

しばらくお会いしませんでしたね。 

（２）別れの会話 

時間は早くないので私はもう失礼します。 

もうおいとまします。 

もう１０時です、私は帰らなくてはいけない。 

時間は早くないので私は帰らなくてはいけない。 
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（３）話の中での会話 

あなたの簡単な自己紹介をお願いします。 

何か意見無いですか？ 

あなたの意見を聞きたいです。 

何かあったら、あなたはかまわず言ってください。 

あなたは見て解りますか？ 

写真の人、見て分かった？ 

週末はいつもどんなことしてるの？ 

あなたの誕生日はいつですか？ 

あなたは本当に冗談が上手ですね。 

あなたの運は本当に悪くない。 

私たちの健康に 乾杯。 

もしできたら、私に電話をください。 

その時が来たら、私達は一緒にご飯を食べましょう。 

今やっとわかりました。 
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ちょっと考えさせてください。 

私は何度も考えたが、まだ分らない。 

これは何というのですか？ 

今日について言うと。 

いえいえ、まだまだです。 

私の身体はまあまあです。 

ほんとに焦ってしまう。 

私は思い出した。 

私はどうして覚えていないのだろう？ 

（４）程度を表現する 

歩いて１０分くらいです。 

歩いてどれくらいですか？ 

大体どれくらい時間が掛かりますか？ 

多分１時間は掛からない。 

多分１時間以上掛かる。 
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今なら未だ間に合いますか? 

１２時だ、すでに帰るのに間に合わない。 

飛行機が飛び立つまでまだ1 時間もあります。 

やっと着いた。 

後三日で私の誕生日です。 

後いくらで５万元になりますか？ 

後１万元で５万元になります。 

値段がすごく高い、あきらめるしかない。 

一日おきにゴミを集めます。 

この場所は私は一度来たことが有るみたいだ。 

（５）中国語について 

どうしたら直接うまく伝えることが出来るか？ 

うまく言えないけど、レモンのような味です。 

先生は私に言いました、もし漢語をもっとよく学ぶなら漢字を必ず学ばねばなりませ

ん。 

私は現在まだ、日常会話だけ出来るだけです、少し難しいのは出来ません。 
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中国語を５年学んだら普通中国新聞を見て解るでしょう。 

中国語の発音はなかなか覚えられません、とても難しいです。 

私はどうやって中国語を用いればいいか知らない、私の意味を正確に表現することを。 

（６）健康や食について 

見たところ３5 歳を未だ過ぎていないように見えます。 

あなたは４４歳にはとても見えません。 

私はあっという間に５kg も太りました。 

もし、私が再度やせなかったら、大変見苦しい。 

どんなに食べても太らない人が羨ましいです。 

これは大変安いばかりでなく栄養も豊富です。 

聞くところによると日本料理はたとえたくさん食べても太らないそうです。 

見て見てきれいなだけでなく、食べて味もとても美味しい。 

常に鍛錬さえ有れば、きっとスタイルが良くなる。 

一般的に男の人より女の人の方が長生きします。 

何と言っても、あなたこそが一番美しい。 
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彼女は顔立ちがきれいだ。 

（７）熟語など一般的な会話 

高いものが全て良いとは限らないです。 

高いものが全て良いとは限らないです。 

喫煙が身体に悪いことは誰でも解っています、しかし禁煙は難しい。。 

私は何回も禁煙しましたが、全て成功しませんでした。 

身体が健康でさえ有れば、仕事のやる気もきっと出る。 

たとえ忙しくても寝ないわけにはいかない。 

たとえ忙しくても休まないわけには行かない。 

人がせっかく作ってくれた料理を食べないのは絶対に失礼です。 

人がせっかく作ってくれた料理を食べないのは絶対に申し訳ないです。 

私たちが注文した料理が未だ来ていません。 

円高のときは、国内より海外に旅行するほうが良い。 

円が上がるとドルが下がる。 

どんなことでも最初が難しいです。 
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経験不足。 

後悔しても もう遅い。 

（８）助けが欲しい 

私を助けてくれることが出来ますか？ 

私はどうしてもあなたの助けが必要なのです。 

あなたは本当に私を助けてくれました。 

私を大変助けてくれました。 

（９）その他の一般表現 

先週私は不注意で携帯を失くしてしまった。 

これはほんとにわずらわしい。 

もう少しでビデオカメラをなくしてしまうところでした。 

暑いから窓を開けて下さい。 

お湯で洗えばすぐ落ちます。 

上海この都市はどこに行っても人だらけです。 

頭が痛いから風邪をひいたかもしれません。 
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こんな高いものを買わされるなんて本当にアホみたいです。 

彼がまだ帰ってこないうちに早く隠してしまいなさいよ。 

私は会社からたった今帰ってきたばかりです。 

何でしょうか？あそこにたくさんの人が集まっています。 

大変多くのことは全て言うのは易しいが行うと難しい。 

思っても見なかった、中国結びは見た目は難しいが実際やってみるとかなり簡単だ。 

彼はむしろインスタントラーメンを食べる、自分ではご飯を作りたくないから。 

この問題に答えるには相当注意しなければならない。 

あなたは私の替わりにお金を払ってくれませんか？ 

それではここから中国語文を加えて再度掲載します。 

 

（１）対面したとき 

あなたと知り合えて大変うれしいです。/认识你我很高兴。/ren4 shi2 ni3 wo3 hen3 

gao1 xing4  我很高兴と “很”を入れるのが中国語の表現です。      

しばらくお会いしませんでしたね。/ 好一阵儿没见了。/  hao3 yi2 zhen4 er0 mei2 

jian4 le0     好久不见了/ hao3 jiu3 bu0 jian4 le0 もよく使います。 

（２）別れの時 
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時間は早くないので私はもう失礼します。 / 时间不早了，我该告辞了。 / shi2 jian1 

bu4 zao3 le0 wo3 gai1 gao4 ci2 le0   “告辞” は別れを告げるという意味です。 

もうおいとまします。 / 我们该告辞了。 / wo3 men0 gai1 gao4 ci2 le0   我们で

複数形 

もう１０時です、私は帰らなくてはいけない。 / 都十点了,我得走了。 / dou1 shi2 

dian3 le0 wo3 dei3 zou3 le0   得はmust be の意味。    

時間は早くないので私は帰らなくてはいけない。 / 时间不早了，我得回去了。 / shi2 

jian1 bu4 zao3 le0 wo3 dei3 hui2 qu4 le0 

（３）話の中での会話 

あなたの簡単な自己紹介をお願いします。 / 请你,简单地介绍一下儿自己把。 / qing3 

ni3 jian3 dan1 de0 jie4 shao4 yi1 xia4 er2 zi4 ji3 ba3 

何か意見無いですか？ / 有什么主意吗？ / you3 shen2 me0 zhu3 yi4 ma0 

あなたの意見を聞きたいです。 / 我想听一下你的意见。 / wo3 xiang3 ting1 yi1 xia4 

ni3 de0 yi4 jian4 

何かあったら、あなたはかまわず言ってください。 / 有什么事你尽管说吧。 / you3 

shen2 me0 shi4 ni3 jin3 guan3 shuo1 ba0 

あなたは見て解りますか？ / 你看得懂吗？ / ni3 kan4 de0 dong3 ma0 
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写真の人、見て分かった？ / 照片上的人,你认,出来了吗？ / zhao4 pian4 shang4 

de0 ren2 ni3 ren4 chu1 lai2 le0 ma0 

週末はいつもどんなことしてるの？ / 周末都做些什么呢？ / zhou1 mo4 dou1 

zuo4 xie1 shen2 me0 ne0 

あなたの誕生日はいつですか？ / 你的生日是哪一天？ / ni3 de0 sheng1 ri4 shi4 

na3 yi1 tian1 

あなたは本当に冗談が上手ですね。 / 你真会开玩笑。 / ni3 zhen1 hui4 kai1 wan2 

xiao4 

あなたの運は本当に悪くない。 / 你的运气真不错。 / ni3 de0 yun4 qi4 zhen1 bu4 

cuo4 

私たちの健康に 乾杯。 / 为了我们的建康，干杯。 / wei4 le0 wo3 men0 de0 jian4 

kang1 gan1 bei1 

もしできたら、私に電話をください。 / 可以的话，给我打电话。 / ke3 yi3 de0 hua4 

gei3 wo3 da3 dian4 hua4 

その時が来たら、私達は一緒にご飯を食べましょう。 / 到时候，我们一起吃饭吧。 / 

dao4 shi2 hou4 wo3 men0 yi4 qi3 chi1 fan4 ba0 

今やっとわかりました。 / 我现在才知道。 / wo3 xian4 zai4 cai2 zhi1 dao4 
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ちょっと考えさせてください。 / 请让我想一想。 / qing3 rang4 wo3 xiang3 yi4 

xiang3 

私は何度も考えたが、まだ分らない。 / 我想来想去，还是没想明白。 / wo3 xiang3 

lai2 xiang3 qu4 hai2 shi4 mei2 xiang3 ming2 bai2 

これは何というのですか？ / 这叫什么？ / zhe4 jiao4 shen2 me0 

今日について言うと。 / 就拿今天来说吧。 / jiu4 na2 jin1 tian1 lai2 shuo1 ba0 

いえいえ、まだまだです。 / 哪里哪里，还差得远呢。 / na3 li3 na3 li3 hai2 cha1 de2 

yuan3 ne0 

私の身体はまあまあです。 / 我身体还算可以。 / wo3 shen1 ti3 hai2 suan4 ke3 yi3 

ほんとに焦ってしまう。 / 真急死我了。 / zhen1 ji2 si3 wo3 le0 

私は思い出した。 / 我想起来了。 / wo3 xiang3 qi3 lai2 le0 

私はどうして覚えていないのだろう？ / 我怎么不记得了？ / wo3 zen3 me0 bu4 

ji4 de0 le0 

（４）程度を表現する 

歩いて１０分くらいです。 / 步行大约十分钟。 / bu4 xing2 da4 yue1 shi2 fen1 

zhong1 
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歩いてどれくらいですか？ / 步行需要几分钟？ / bu4 xing2 xu1 yao1 ji3 fen1 

zhong1 

大体どれくらい時間が掛かりますか？ / 大概需要多长时间？ / da4 gai4 xu1 yao1 

duo1 chang2 shi2 jian1 

多分１時間は掛からない。 / 可能要一个小时不到。 / ke3 neng2 yao1 yi2 ge0 xiao3 

shi2 bu2 dao4 

多分１時間以上掛かる。 / 可能要一个多小时。 / ke3 neng2 yao1 yi2 ge0 duo1 

xiao3 shi2 

今なら未だ間に合いますか? / 现在还来得及吗？ / xian4 zai4 hai2 lai2 de2 ji2 me0 

１２時だ、すでに帰るのに間に合わない。 / 十二点了，已经来不及回去了。 / shi2 er4 

dian3 le0 yi3 jing1 lai2 bu4 ji2 hui2 qu4 le0 

飛行機が飛び立つまでまだ1 時間もあります。 / 飞机还有一个小时才起飞。 / fei1 ji1 

hai2 you3 yi2 ge4 xiao3 shi2 cai2 qi3 fei1 

やっと着いた。 / 终于到了。 / zhong1 yu2 dao4 le0 

後三日で私の誕生日です。 / 还有三天就是我的生日。 / hai2 you3 san1 tian1 jiu4 

shi4 wo3 di2 sheng1 ri4 

後いくらで５万元になりますか？ / 还差多少，才够五万块呢？ / hai2 cha1 duo1 

shao3 cai2 gou4 wu3 wan4 kuai4 ne0 
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後１万元で５万元になります。 / 还差一万块，才够五万块。 / hai2 cha1 yi1 wan4 

kuai4 cai2 gou4 wu3 wan4 kuai4 

値段がすごく高い、あきらめるしかない。 / 价格很贵，只好算了。 / jia4 ge2 hen3 

gui4 zhi1 hao3 suan4 le0 

一日おきにゴミを集めます。 / 每隔一天收集一次垃圾。 / mei3 ge2 yi1 tian1 shou1 

ji2 yi1 ci4 la1 ji1 

この場所は私は一度来たことが有るみたいだ。 / 这个地方我好像来过一次似的。 / 

zhe4 ge0 di4 fang1 wo3 hao3 xiang4 lai2 guo4 yi2 ci4 si4 de0 

（５）中国語について 

どうしたら直接うまく伝えることが出来るか？ / 怎么好意思直接告诉你呢？ / zen3 

me0 hao3 yi4 si0 zhi2 jie1 gao4 su4 ni3 ne0 

うまく言えないけど、レモンのような味です。 / 我也说不好，好象是柠檬味。 / wo3 

ye3 shuo1 bu4 hao3 hao3 xiang4 shi4 ning2 meng2 wei4 

先生は私に言いました、もし漢語をもっとよく学ぶなら漢字を必ず学ばねばなりませ

ん。 / 老师告诉我,如果要学好汉语，就一定要学习汉字。 / lao3 shi1 gao4 su4 wo3 

ru2 guo3 yao1 xue2 hao3 han4 yu3 jiu4 yi2 ding4 yao1 xue2 xi2 han4 zi4 
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私は現在まだ、日常会話だけ出来るだけです、少し難しいのは出来ません。 / 我现在

还只会日常会话，难一点儿的话,我就不会了。 / wo3 xian4 zai4 hai2 zhi1 hui4 ri4 

chang2 kuai4 hua4 nan2 yi4 dian3 er0 de0 hua4 wo3 jiu4 bu4 kuai4 le0 

中国語を５年学んだら普通中国新聞を見て解るでしょう。 / 中文学了五年的话，照理

说应该能够看懂中文报纸了。 / zhong1 wen2 xue2 le0 wu3 nian2 de0 hua4 zhao4 

li3 shuo1 ying1 gai1 neng2 gou4 kan4 dong3 zhong1 wen2 bao4 zhi3 le0 

中国語の発音はなかなか覚えられません、とても難しいです。 / 中文的发音，怎么也

记不住，感到很困难。 / zhong1 wen2 de0 fa1 yin1 zen3 me0 ye3 ji4 bu4 zhu4 

gan3 dao4 hen3 kun4 nan2 

私はどうやって中国語を用いればいいか知らない、私の意味を正確に表現することを。 

/ 我不知道,怎么用汉语,把我的意思表达清楚。 / wo3 bu4 zhi1 dao4 zen3 me0 

yong4 han4 yu3 ba3 wo3 de0 yi4 si1 biao3 da2 qing1 chu3 

（６）健康や食について 

見たところ３5 歳を未だ過ぎていないように見えます。 / 看上去不过三十五岁。 / 

kan4 shang4 qu4 bu4 guo4 san1 shi2 wu3 sui4 

あなたは４４歳にはとても見えません。 / 真看不出，你有四十四岁呀。 / zhen1 kan4 

bu4 chu1 ni3 you3 si4 shi2 si4 sui4 ya0 

私はあっという間に５kg も太りました。 / 我一下子胖了十斤。 / wo3 yi2 xia4 zi3 

pang4 le0 shi2 jin1 
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もし、私が再度やせなかったら、大変見苦しい。 / 如果我再不减肥，就太难看了。 / 

ru2 guo3 wo3 zai4 bu4 jian3 fei2 jiu4 tai4 nan2 kan4 le0 

どんなに食べても太らない人が羨ましいです。 / 我真羡慕那些，怎么吃也吃不胖的人。 

/ wo3 zhen1 xian4 mu4 na4 xie1 zen3 me0 chi1 ye3 chi1 bu4 pang4 de0 ren2 

これは大変安いばかりでなく栄養も豊富です。 / 这个不但很便宜，而且营养也丰富。 

/ zhe4 ge4 bu4 dan4 hen3 pian2 yi2 er2 qie3 ying2 yang3 ye3 feng1 fu4 

聞くところによると日本料理はたとえたくさん食べても太らないそうです。 / 听说，

日本菜即使吃多了也不会发胖的。 / ting1 shuo1 ri4 ben3 cai4 ji2 shi3 chi1 duo1 

liao3 ye3 bu4 kuai4 fa1 pang4 de0 

見て見てきれいなだけでなく、食べて味もとても美味しい。 / 不但看起来漂亮，吃起

来味道也好极了。 / bu4 dan4 kan4 qi3 lai2 piao4 liang4 chi1 qi3 lai2 wei4 dao4 

ye3 hao3 ji2 le0 

常に鍛錬さえ有れば、きっとスタイルが良くなる。 / 只有经常锻炼，才能有好身材。 

/ zhi1 you3 jing1 chang2 duan4 lian4 cai2 neng2 you3 hao3 shen1 cai2 

一般的に男の人より女の人の方が長生きします。 / 一般来说,女人比男人长寿。 / yi4 

ban1 lai2 shuo1 nv3 ren2 bi3 nan2 ren2 chang2 shou4 

何と言っても、あなたこそが一番美しい。 / 无论怎么说，你也是最漂亮的。 / wu2 

lun4 zen3 me0 shuo1 ni3 ye3 shi4 zui4 piao4 liang0 de0 
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彼女は顔立ちがきれいだ。 / 她长得很漂亮。 / ta1 zhang3 de2 hen3 piao4 liang0 

（７）熟語など一般的な会話 

高いものが全て良いとは限らないです。 / 贵的东西并非都好。 / gui4 de0 dong1 xi1 

bing4 fei1 dou1 hao3 

高いものが全て良いとは限らないです。 / 贵的东西并不一定都好。 / gui4 de0 

dong1 xi1 bing4 bu4 yi2 ding4 dou1 hao3 

喫煙が身体に悪いことは誰でも解っています、しかし禁煙は難しい。。 / 没有人觉得,

吸烟对身体好，可是戒烟太难了。 / mo4 you3 ren2 jiao4 de2 xi1 yan1 dui4 shen1 

ti3 hao3 ke3 shi4 jie4 yan1 tai4 nan2 le0 

私は何回も禁煙しましたが、全て成功しませんでした。 / 我戒烟戒了很多次，都没有

成功。 / wo3 jie4 yan1 jie4 le0 hen3 duo1 ci4 dou1 mei2 you3 cheng2 gong1 

身体が健康でさえ有れば、仕事のやる気もきっと出る。 / 只有身体健康,工作起来才

会有精神。 / zhi1 you3 shen1 ti3 jian4 kang1 gong1 zuo4 qi3 lai2 cai2 hui4 you3 

jing1 shen0 

たとえ忙しくても寝ないわけにはいかない。 / 就算忙，也不能不睡觉。 / jiu4 suan4 

mang2 ye3 bu4 neng2 bu4 shui4 jiao4 

たとえ忙しくても休まないわけには行かない。 / 就算忙，也不能不休息。 / jiu4 

suan4 mang2 ye3 bu4 neng2 bu4 xiu1 xi1 
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人がせっかく作ってくれた料理を食べないのは絶対に失礼です。 / 人家特意做的菜，

不吃就太失礼了。 / ren2 jia1 te4 yi4 zuo4 de0 cai4 bu4 chi1 jiu4 tai4 shi1 li3 le0 

人がせっかく作ってくれた料理を食べないのは絶対に申し訳ないです。 / 人家特意做

的菜，不吃就太不好意思了。 / ren2 jia1 te4 yi4 zuo4 de0 cai4 bu4 chi1 jiu4 tai4 

bu4 hao3 yi4 si1 le0 

私たちが注文した料理が未だ来ていません。 / 我们点的菜还没来。 / wo3 men0 

dian3 de0 cai4 hai2 mei2 lai2 

円高のときは、国内より海外に旅行するほうが良い。 / 日元升值的时候，在国内旅行

不如去国外。 / ri4 yuan2 sheng1 zhi2 de0 shi2 hou4 zai4 guo2 nei4 lv3 xing2 

bu4 ru2 qu4 guo2 wai4 

円が上がるとドルが下がる。 / 日元上浮，美元就下跌。 / ri4 yuan2 shang4 fu2 mei3 

yuan2 jiu4 xia4 die1 

どんなことでも最初が難しいです。 / 万事开头难。 / wan4 shi4 kai1 tou2 nan2 

経験不足。 / 缺少经验。 / que1 shao3 jing1 yan4 

後悔しても もう遅い。 / 后悔也来不及了。 / hou4 hui3 ye3 lai2 bu4 ji2 le0 

（８）助けが欲しい 
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私を助けてくれることが出来ますか？ / 能不能帮我个忙？ / neng2 bu4 neng2 

bang1 wo3 ge0 mang2 

私はどうしてもあなたの助けが必要なのです。 / 我才要你帮忙啊。 / wo3 cai2 yao1 

ni3 bang1 mang2 a0 

あなたは本当に私を助けてくれました。 / 你真帮了我的太忙了。 / ni3 zhen1 bang1 

le0 wo3 de0 tai4 mang2 le0 

私を大変助けてくれました。 / 帮了我很大的忙。 / bang1 le0 wo3 hen3 da4 de0 

mang2 

（９）その他の一般表現 

 

先週私は不注意で携帯を失くしてしまった。 / 上个星期,我不小心把手机丢了。 / 

shang4 ge0 xing1 qi1 wo3 bu4 xiao3 xin1 ba3 shou3 ji1 diu1 le0 

これはほんとにわずらわしい。 / 这是烦死我了。 / zhe4 shi4 fan2 si3 wo3 le0 

もう少しでビデオカメラをなくしてしまうところでした。 / 差点儿,把数码摄像机弄

丢了。 / cha1 dian3 er2 ba3 shu3 ma3 she4 xiang4 ji1 nong4 diu1 le0 

暑いから窓を開けて下さい。 / 好热，请把窗户打开。 / hao3 re4 qing3 ba3 chuang1 

hu4 da3 kai1 
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お湯で洗えばすぐ落ちます。 / 用热水洗的话,立刻就能洗掉。 / yong4 re4 shui3 xi3 

de0 hua4   li4 ke4 jiu4 neng2 xi3 diao4 

上海この都市はどこに行っても人だらけです。 / 上海这个城市,无论,到哪里都是人山

人海。 / shang4 hai3 zhe4 ge0 cheng2 shi4 wu2 lun4 dao4 na3 li3 dou1 shi4 

ren2 shan1 ren2 hai3 

頭が痛いから風邪をひいたかもしれません。 / 我头痛，也许是感冒了。 / wo3 tou2 

tong4 ye3 xu3 shi4 gan3 mao4 le0 

こんな高いものを買わされるなんて本当にアホみたいです。 / 被迫买了这么贵的东西，

真像个傻瓜。 / bei4 po4 mai3 le0 zhe4 me0 gui4 de0 dong1 xi1 zhen1 xiang4 

ge0 sha3 gua1 

彼がまだ帰ってこないうちに早く隠してしまいなさいよ。 / 趁他还没有回来，快藏起

来吧。 / chen4 ta1 hai2 mei2 you3 hui2 lai2 kuai4 cang2 qi3 lai2 ba0 

私は会社からたった今帰ってきたばかりです。 / 我才从公司回来。 / wo3 cai2 

cong2 gong1 si1 hui2 lai2 

何でしょうか？あそこにたくさんの人が集まっています。 / 怎么回事啊？那里聚集了

那么多人。 / zen3 me0 hui2 shi4 a0 na4 li3 ju4 ji2 le0 na4 me0 duo1 ren2 

大変多くのことは全て言うのは易しいが行うと難しい。 / 很多事都是说起来容易做起

来难。 / hen3 duo1 shi4 dou1 shi4 shuo1 qi3 lai2 rong2 yi4 zuo4 qi3 lai2 nan2 
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思っても見なかった、中国結びは見た目は難しいが実際やってみるとかなり簡単だ。 / 

没想到,中国结，看起来复杂，其实做起来挺容易的。 / mei2 xiang3 dao4 zhong1 

guo2 jie2 kan4 qi3 lai2 fu4 za2 qi2 shi2 zuo4 qi3 lai2 ting3 rong2 yi4 de0 

彼はむしろインスタントラーメンを食べる、自分ではご飯を作りたくないから。 / 他

宁愿吃方便面,也不想自己做饭。 / ta1 ning4 yuan4 chi1 fang1 bian4 mian4 ye3 

bu4 xiang3 zi4 ji3 zuo4 fan4   宁愿～ 也  の定型です。   

この問題に答えるには相当注意しなければならない。 / 回答这个问题,我非得小心一

点儿不可。 / hui2 da2 zhe4 ge0 wen4 ti2 wo3 fei1 dei3 xiao3 xin1 yi4 dian3 er0 

bu4 ke3 

あなたは私の替わりにお金を払ってくれませんか？ / 你可以替我付一下儿吗？ / 

ni3 ke3 yi3 ti4 wo3 fu4 yi2 xia4 er2 ma0 

以上 普段使えそうな文例で、中国語の特長が有る表現を１００個選んでみました。 

あなたの中国語の引き出しに少しでも入れば幸いです。 

次の回はf の２声の漢字を掲載します。 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう５３ 

さて今回はf の２声の漢字のピンインと声調をマスターしましょう。 

f の２声のキーワードは fo で始まる“フォーク”です。 

最初はfa2 の漢字です。 

fa2 の漢字は 乏 <欠けている、少ない>、罚 <罰、罰する>の二つです。 
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フレーズは 「少ない/ 罰金を/ おばさん(a)は、フォーク(f2)で払った。」=fa2 で

す。 

缺乏 que1 fa2 <不足する、欠ける> 

罚款 fa2 kuan3 <罰金を取る> 

次fan2 の漢字は、 凡 <平凡な>、烦 <煩わしい>、繁 <繁体字のハン>の三つで

す。 

フレーズは 「平凡だが/ 煩わしい/ 繁体字/ は、按摩(an) のフォーク(f2) に書いて

有る。」=fan2 です。 

平凡 ping2 fan2 <平凡> 

麻烦 ma2 fan0<面倒くさい> 

繁体字 fan2 ti3 zi4 <繁(ハン)体字> / 频繁 pin2 fan2 <頻繁（ヒンパン）である> 

次fang2 の漢字は、 房 <部屋>、妨 <妨げる>、防 <防ぐ>の三つです。 

フレーズは 

「部屋で/ 妨害を/ 防ぐには/、スバルを(ang) 歌いながらフォークで(f2) 身構える。」

=fang2 です。 

房间 fang2 jian1 <部屋> 

妨碍 fang2 ai4 <妨害する、妨げる、邪魔する> 

防止 fang2 zhi3 <防止する> 

次fo2 の漢字は、 佛 <ほとけ >です。 

フレーズは 「仏の/ 尾に(o) フォークを(f2) 刺したらバチが当る。」=fo2 です。 

佛寺 fo2 si4 <寺> 
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次fei2 の漢字は、 肥 <（動物が）太る>です。 

フレーズは 「太った動物は/、営業が(ei) フォークを(f2)持って食べに行く。」=fei2 

です。 

减肥 jian3 fei2 <ダイエット> 

次fen2 の漢字は、 焚 <焼く、燃やす>です。 

フレーズは 「燃やした/ 恩は(en)、フォークで(f2)突き刺せ」=fen2 です。 

焚香 fen2 xiang1 <焼香する、線香をあげる> 

最後 fu2 の漢字は、 

浮 <浮く、浮かぶ>、福 <福の神の福>、符 <符号、記号>、服 <服>、扶 <手で

支える> 

の五つです。 

フレーズは 「浮かれた/ 福の神は/ 、符号/ 服 を/ 手で支えて/ 踊る(u) フォーク

ダンスで(f2) すっ転ぶ。」=fu2 です。 

磁悬浮 ci2 xuan2 fu2 <リニアモーターカー> 

幸福 xing4 fu2 <幸福> 

反复符 fan3 fu4 fu2 <（音楽）リピート記号> 

服装 fu2 zhuang1 <服装>、 

电动扶梯 dian4 dong4 fu2 ti1 <エスカレーター> 

以上で f の２声は終わりです。 
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発音に注意するのは 

①fan2 と fang2 

②f2 とh2 の区別です。 

fen2 とfeng2 は b,p,m で説明してきましたから、すでにマスターできていると思

います。 

さて b の１声から始まって、f の２声まで来ました。今回の f の２声の単語の中で、

b の１声からf の２声までの漢字で出来る単語が幾つか有ります。 

それらの漢字とフレーズを書き並べてみると以下の様になります。 

平凡 ping2 fan2 <平凡>は 

ping 平2 
どんなに平らな屏風でも英国産(ing)のポッキー

(p2)で穴が開く。 
fan 凡2 

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩の(an)フォークに

(f2)書いて有る。 

麻烦 ma2 fan0<面倒くさい>は 

ma 麻2 

ゴマ取りに森へ(m2)おばさんは(a) 

行く。 

fan烦2 
平凡だが煩わしい繁体字は、按摩の(an)

ークに(f2)書いて有る。 

频繁 pin2 fan2 <頻繁（ヒンパン）である>は 

pin频2 
貧しくて頻繁に、ポッキーの(p2)音を(in)聞きたが

る。 
fan 繁2 

平凡だが煩わしい繁体字は、按摩の(an)

ークに(f2)書いて有る。 
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反复符 fan3 fu4 fu2 <（音楽）リピート記号>は 

fan 反3 
反対だ、返る按摩(an)をフェリーに(f3)乗せるこ

とは。 
fu 复4 

覆面した婦人に負けた父さん富士山付近で

踊り(u)、副フィアンセ(f4)ドッキリ。 

あれ！どうだっけ？と迷った時に、”フレーズ”に立ち戻れば、正確なピンインと声調

がよみがえって来ます。 

f の２声の“フレーズ集”です。 

f の２声の漢字 

f の２声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

f の２声の歌 フォークの歌です。 

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５４ 

さて今回はf の３声です。キーワードは fe で始まる言葉 “フェリー”です。 

テレサ・テンが歌った “夜のフェリーボート” は懐かしい曲です。 

漢字の個数は１２個だけです。 

先ず最初はfa3 です。 

fa3 の漢字は、 法 <法律、方法>です。 

フレーズは 
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「法律は/、おばさんが(a)フェリーで(f3)考える。」=fa3 です。 

办法 ban4 fa3 <方法、手段> / 法律 fa3 lv4 <法律> 

次fan3 の漢字は、 反 <反対>、返 <帰る、引き返す>の二つです。 

フレーズは 

「反対だ/、返る/ 按摩を(an) フェリーに(f3)乗せることは。」=fan3 です。 

反复 fan3 fu4 <繰り返す> / 违反 wei2 fan3 <違反> 

往返票 wang3 fan3 piao4 <往復チケット> 

次fang3 の漢字は、 访 <訪れる、訪ねる>、纺 <紡ぐ>、仿 <まねる、似ている、

模倣>の三つです。 

フレーズは 

「訪問する/ 紡績/ 工場には、スバルに(ang)/ 似ている/ フェリーで(f3)行く。」

=fang3 です。 

访问 fang3 wen4 <訪問する> 

纺织 fang3 zhi1  <紡績> 

模仿 mo2 fang3  <模倣する> 

次fou3 の漢字は、 否 <否>です。 

フレーズは 

「否定的/、欧米の(ou) フェリーに(f3) 乗ることは。」=fou3 です。 

否则 fou3 ze2 <さもなくば = 要不然 > 
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次fen3 の漢字は、 粉 <粉>です。 

フレーズは 

「粉にからめて/ 恩は(en)、フェリーに(f3) 乗せる。」=fen3 です。 

粉底 fen3 di3 <ファンデーション> / 粉刺 fen3 ci4 <にきび >/ 

粉红色 fen3 hong2 se4 <ピンク色> 

次fu3 の漢字は、 腐 <腐る、豆腐>、府 <役所、政府機関>、俯 <うつぶせ>、 

辅 <助ける、援助する>の四つです。 

フレーズは 

「腐った/ 政府は/、うつぶせを/ 助ける/ 踊りを(u)フェリーで(f3)行う。」=fu3 で

す。 

麻婆豆腐 ma2 po2 dou4 fu0 マーボ豆腐 / 杏仁豆腐 xing4 ren2 dou4 fu0 杏仁豆

腐 

政府 zheng4 fu3 <政府> 

俯卧 fu3 wo4 <うつぶせ> 

辅导  fu3 dao3 <指導（する）> 

以上でf の３声の漢字、１２個は終わりです。 

これらの漢字をまとめた “フレーズ集”をpdf.で添付します。 

f の３声の漢字 

f の３声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 
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f の３声の歌。 フェリーの歌です。 

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５５ 

第５５回目は f の４声の漢字です。 

f の４声のキーワードは fi で始まる言葉 “フィアンセ” です。 

最初は fa4 の漢字、 发 <髪の毛>です。 

フレーズは 

「髪の毛は/、フィアンセ(f4) と おばさん(a)で違う。」=fa4 です。 

发型 fa4 xing2 <髪型> 

次 fan4 の漢字は、 范 <範囲、模範>、犯 <犯罪のハン>、饭 <ご飯>の三つです。 

フレーズは 

「模範的な/ 犯罪者の/ ご飯は/、按摩中(an) フィアンセ(f4)に食べさしてもらう。」

=fan4 です。 

模范  mo2 fan4 <模範、手本> 

犯罪  fan4 zui4 <犯罪（をおかす）> 

米饭  mi3 fan4 <米の飯> 

次 fang4 の漢字は、 放 <放る、爆竹を鳴らす>です。 

フレーズは 

「放る/、相手は、スバル星(ang)の フィアンセ(f4)。」=fang4 です。 

放松  fang4 song1 <リラックスする> 
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次 fei4 の漢字は、 废 <廃棄する>、肺 <肺>、费 <費用>の三つです。 

フレーズは 

「廃棄した/ 肺の/ 費用は/、営業(ei) がフィアンセ(f4)に請求に行く。」=fei4 で

す。 

废物 fei4 wu4 <廃棄物> 

肺 fei4 <肺> 

浪费 lang4 fei4 <浪費> 

次 fen4 の漢字は、 奋 <奮い立つ>、粪 <ふん、大便>、份 <一人前,書類の部>、

分 <成分>の四つです。 

フレーズは 

「奮い立つ/、くそ/、一人前の/ 成分の/ 恩(en)にフィアンセ(f4)」は気絶する。」

=fen4 です。 

勤奋 qin2 fen4 <発奮努力する、勤勉である> 

粪  fen4 <くそ、大便> 

一份 yi2 fen4 <食べ物一人前> 

水分  shui3 fen4 <水分> 

次 feng4 の漢字は、 凤 <鳳凰>、奉 <お仕えする、奉納する>の二つです。 

フレーズは 

「鳳凰に/ 奉仕して/ エンジェル(eng)は、フィアンセ(f4)になれた。」=feng4 です。 

凤梨  feng4 li2 <パイナップル> 

奉陪  feng4 pei2 <お供する> 
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次 fu4 の漢字は、 覆 <かぶさる、ひっくり返る>、妇 <既婚女性>、负 <背負う、

負ける>、父 <父、お父さん>、富 <豊富、富>、附 <付近>、付 <金を払う>、 

复 <複製の複、複雑の複>、腹 <腹>、副 <副、顔を数える量シ>の10 個です。 

フレーズは 

「覆面した/婦人に/負けた/父さん/富士山/付近で/反復/腹/ 踊り(u)、/副/フィアンセ

(f4)ドッキリ。」=fu4 です。 

覆盖  fu4 gai4 <覆う> 

妇人  fu4 ren2 <婦人> 

负担  fu4 dan1 <負担> 

父母  fu4 mu3 <父母> 

富士山 fu4 shi4 shan1 <富士山> 

附近 fu4 jin4  ＜付近＞ 

付钱 fu4 qian2  ＜金を払う＞ 

反复  fan3 fu4  ＜繰り返す＞ 

腹泻 fu4 xie4  ＜腹を下す、下痢する＞ 

副作用 fu4 zuo4 yong4  ＜副作用＞ 

f の４声の “フレーズ集”をpdf.で添付します。 

f の４声の漢字 

 

f の４声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 
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f の４声の歌。 フィアンセの歌です。 

音声プレーヤー 

以上でf の４声は終わりです。 

ここで “Allin 表” で子音が f の漢字を改めて見てみましょう。 

この表を見れば、各母音に対する声調別の漢字が一覧できるので、フレーズの確認、

や漢字の確認が一目で解ります。 

f の１声、２声、３声、４声の “Allin 表“ 

Allin f  の漢字 

 （“フレーズ集” “Allin 表”は共にExcel で作って有るので、“フレーズ集”を自分な

りに変更したり、新しい漢字を追加したとき、自動で “Allin 表”を更新することがで

きます。 

この機能を使う使わないかは、購入者の好みですが、対応したVersion も一緒に添付

することにしました。） 

中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう５６  

さて、「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の実践編、今回はd の１声

です。 

d の１声のキーワードは “ダッチワイフ” です。チョットえげつないキーワードです

が、 
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記憶に有効なショッキングなワードとして設定しました。しかしやはり少し気が引け

ます。 

da で始まる言葉は、“ダイヤモンド” とか “ダイアナ姫” とか “ダイエット” とか 

“大根” 

とか “抱き枕” とか “段々腹” とか “ダルマ“ とか ”団子“ とか ”ダンス“ とか ”ダ

ンプカー“ 

等いろいろ有る中でのショッキングＮＯ１のワードで”ダッチワイフ“です。 

d の１声の最初は、da1 です。 

da1 の漢字は、 搭 <乗り物に乗る、上にかける、くっつく>です。 

フレーズは 「乗り物に搭乗するとき/ おばさん(a)はダッチワイフ(d1)を持ち込む」 

=da1 です。 

搭飞机 da1 fei1 ji1 ＜飛行機に乗る＞ 

次dai1 の漢字は、 呆 <ぽかんとする、頭が鈍い、何もしないでじっとしている>、 

待 <何もしないでじっとしている>の二つです。 

フレーズは 

「ぽかんとして/、何もしないでじっとしている/ ダッチワイフ(d1)に、愛(ai)は感じ

ない。」=dai1 です。 

发呆 fa1 dai1 <ぼんやりする、ぽかんとする> 

待着 dai1 zhe0 <じっとしている> 
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次dan1 の漢字は、 耽 <遅れる、ぐずぐずする>、担 <担う>、单 <単に> 

の三つです。 

フレーズは 

「ぐずぐずする/ 担当は/ 、単に/ 按摩(an)とダッチワイフ(d1)が好き。」=dan1

です。 

耽误了你的时间 dan1 wu0 le0 ni3 de0 shi2 jian1 <お手間を取らせました> 

担心 dan1 xin1 <心配する> 

简单 jian3 dan1 <簡単> 

次dao1 の漢字は、 叨 <うわさする>、刀 <刀>の二つです。 

フレーズは 

「うわさでは/、刀を/ 持ったダッチワイフ(d1)がオリンピック(ao)に出場する。」 

=dao1 です。 

叨念 dao1 nian4 うわさする、<話題にする> 

剪刀石头布 jian3 dao1 shi2 tou2 bu4 <じゃんけんポン> 

次dang1 の漢字は、 当 <当然、担当する、互角である>です。 

フレーズは 「当たったー/、スバル(ang) のダッチワイフ(d1)。」=dang1 です。 

当然 dang1 ran2 <当然> 

次dou1 の漢字は、 兜 <ポケット>、都 <みんな、全て>の二つです。 

フレーズは 

「ポケットの中は/、全て/ 欧米(ou) からのダッチワイフ(d1)です。」=dou1 です。 
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兜儿 dou1 er0 <ポケット> 

都齐了 dou1 qi2 le0 <全部そろっている> 

次dong1 の漢字は、 冬 <冬>、东 <東>の二つです。 

フレーズは 

「冬は/、東京の/ ジュディーオング(ong) のダッチワイフ(d1)が売り切れ。」

=dong1 です。 

冬天 dong1 tian1 <冬> 

东京 dong1 jing1 ＜東京＞ 

次deng1 の漢字は、 灯 <電灯>、登 <登る>の二つです。 

フレーズは 

「電灯を持って/ 登る/ エンジェル(eng)は、最高のダッチワイフ(d1)だ。」=deng1

です。 

日光灯 ri4 guang1 deng1  <蛍光灯> 

登记 deng1 ji4  <チェックイン> 

次di1 の漢字は、 低 <低い>、堤 <土手、堤防>、滴 <しずく、垂らす>の三つで

す。 

フレーズは 

「低い/ 堤防は/、滴が/ 一杯で(yi)、ダッチワイフ(d1)が浮かんでいる。」=di1 で

す。 

低得多 di1 de0 duo1 <ずっと低い> 
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堤防 di1 fang2 <堤防> 

滴眼药 di1 yan3 yao4 <目薬をさす> 

次die1 の漢字は、 跌 <下がる、落ちる,転ぶ>です。 

フレーズは 「下がっている/ 夜は、ダッチワイフ(d1)は不要。」=die1 です。 

跌得很快 die1 de0 hen3 kuai4 <価格が早く下降する> 

次dian1 の漢字は、 颠 <頭のてっぺん>です。 

フレーズは 

「頭のてっぺんに/ 眼(ien) があるのは、ダッチワイフ(d1)の不良品。」=dian1 で

す。 

颠来倒去 dian1 lai2 dao3 qu4 <同じ事を何度も繰り返す> 

次diu1 の漢字は、 丢 <失くす>です。 

フレーズは 「失くした/ 油は(iou)、ダッチワイフ(d1)の中にある。」=diu1 です。 

丢了  diu1 le0   <失くす> 

次ding1 の漢字は、 丁 <人口>です。 

フレーズは 「人口分の/ 宝石(ing)は無い、ダッチワイフ(d1)なら有る。」=ding1 

です。 

丁克家庭 ding1 ke4 jia1 ting2  <子供を持たない共稼ぎの家庭> 

次du1 の漢字は、 都 <都、都市、都会>、督 <監督する、取り締まる>の二つです。 

フレーズは 「都では/、監督と/ 踊る(u) ダッチワイフ(d1)が大流行。」=du1 です。 
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首都 shou3 du1 <首都> 

监督 jian1 du1 <監督する> 

次duo1 の漢字は、 多 <多い、多くの>です。 

フレーズは 「多い/ 我の(uo) ダッチワイフ(d1)。」=duo1 です。 

差不多 cha4 bu0 duo1 <たいてい> 

次duan1 の漢字は、 端 <端>です。 

フレーズは 「端っこの/ 湾には(uan)、ダッチワイフ(d1)が、住んでいる。」 

=duan1 です。 

尖端技术 jian1 duan1 ji4 shu4 <尖端技術> 

次dui1 の漢字は、 堆 <堆積する>です。 

フレーズは 「堆積している/ 味は(uei)、ダッチワイフ(d1)には判らない。」=dui1 

です。 

堆积  dui1 ji1 <積み上げる> 

最後 dun1 の漢字は、 吨 <トン>です。 

フレーズは 「一トンもの/ 文章で(uen) ダッチワイフ(d1)を説明する。」=dun1 で

す。 

公吨  gong1 dun1 トン 

以上で d の１声は終わりです。d の１声の漢字は９０個有りました。 
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d の１声の“フレーズ集”です。 

g の１声の漢字  

d の１声の“読み上げ” の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

d の１声の歌 ダッチワイフの歌です。 

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５７  

今回はd の２声です。 

d の２声のキーワードは do で始まる言葉で “ドーナツです” 

先ず最初は、おばさんの a からです。  

da2 の漢字は、 答 <答える>、达 <達する>の二つです。 

フレーズは 

「答えに/ 達すれば/ 、おばさん(a)からドーナッツ(d2)がもらえる。」=da2 です。 

答复 da2 fu4 <回答（する）、返答（する）> 

到达时间 dao4 da2 shi2 jian1 <到着時刻> 

次de2 の漢字は、 德 <徳>、得 <得る>の二つです。 

フレーズは 

「徳が有っても/ 得たいよ/ 、腹ペコ(e) の時ドーナツ(d2)。」=de2 です。 
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肯德基  ken3 de2 ji1  <ケンタッキー> 

取得  qu3 de2  <手に入れる、取得する> 

次di2 の漢字は、 的 <タクシー、本当に>です。 

フレーズは 「ほんとにタクシー/ 一台分の(yi) ドーナッツ(d2)を買ったの？」=di2

です。 

的确 di2 que4 <確かに> / 打的da3 di2 <タクシーにを拾う、タクシーに乗る。こ

のdi は普通は1 声で発音する事が多いです。> 

次die2 の漢字は、 叠 <積み重ねる、折り畳む>、碟 <お皿>の二つです。 

フレーズは 「積み重ねた/ 皿は/、夜(ie)ドーナッツ(d2)を盛る。」=die2 です。 

叠衣服  die2 yi1 fu0 <衣服をたたむ> 

碟子  die2 zi0 <皿> 

次du2 の漢字は、 独 <独立>、读 <読む>、毒 <毒>の三つです。 

フレーズは 

「独身が/、読む/ 毒は/、踊り(u)のドーナッツ(d2)に入っている。」=du2 です。 

”独身が読む毒” は日本語としては変ですが、あまり気にせず覚えましょう。 

独生子女  du2 sheng1 zi3 nv3 <一人っ子> 

读书  du2 shu1 <本を読む> 

中毒  zhong4 du2 <中毒> この ”中“ は４声です。  
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次duo2 の漢字は、 夺 <奪う、勝ち取る>です。 

フレーズは 「勝ち取った/ ドーナッツ(d2)は 私が(uo)食べる」=duo2 です。 

夺金牌  duo2 jin1 pai2 <金メダルを勝ち取る> 

以上で d の２声は終わりです。 

d の２声の“フレーズ集”です。 

d の２声の漢字 

d の２声の“読み上げ”です。 

音声プレーヤー 

d の２声の歌  ドーナツの歌です。 

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５８  

さてさて今回は d の３声です。 

キーワードは、de で始まる言葉 “デブ”です。 丁寧語で言うと“デイブ”かな？ 

これだと“デイヴ・ブルーベック クワルテットの４分の５拍子“Take Five”が有名で

すね。ポール・デズモンドのサックスの響きがCool に聞こえてきます。 

それでは 最初はda3 です。 
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da3 の漢字は、 打 <打つ>です。 

フレーズは 「打つ、打つ、打つのは/、おばさん(a) のデブ(d3)。」=da3 です。 

打包 da3 bao1 <テイクアウト> 

次dan3 の漢字は、 胆 <肝、胆嚢>です。 

フレーズは 「肝が/ デカイのは、按摩屋(an) のデブ(d3)。」=dan3 です。 

胆石 dan3 shi2 <胆石> 

次dao3 の漢字は、 岛 <島>、蹈 <踊る、跳ねる>、倒 <倒れる>、导 <導く>の

四つです。 

フレーズは 

「島/ 踊りで/ 倒れても/ 導いてくれた/ オリンピック(ao)のデブ(d3)案内人。」 

=dao3 です。 

青岛 qing1 dao3 <青島> 有名な青島ビールの青島です。 

舞蹈 wu3 dao3  ＜踊る、ダンスする> 

倒霉 dao3 mei2 <運が悪い、ついていない> 

导游 dao3 you2  <ガイド> 

次dou3 の漢字は、 陡 <傾斜が急な、急で険しい>、抖 <身震いする>の二つです。 

フレーズは 「傾斜が急すぎて/、身震いする/ デブ(d3)は、欧米人(ou)。」=dou3

です。 

陡坡 dou3 po1 <急勾配> 

发抖 fa1 dou3 <身震いする> 
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次dong3 の漢字は、 懂 <分かる、理解する>です。 

フレーズは 

「分かっているよ/ ジュディーオング(ong)は、デブ(d3)になった。」=dong3 で

す。 

看懂 kan4 dong3 <見て分かる> 

次dei3 の漢字は、 得 <しなければならない、要する>です。 

フレーズは 

「しなければならないのは/、営業(ei)から、デブ(d3)を排除すること。」=dei3 です。 

我得走了 wo3 dei3 zou3 le0 <行かなければならない> 

次deng3 の漢字は、 等 <待つ>です。 

フレーズは 「待っているうちに/ エンジェル(eng) はデブ(d3)になる。」=deng3 

です。 

等一等 deng3 yi0 deng3 <すこし待つ> 

次di3 の漢字は、 底 <底>です。 

フレーズは 「底には/ 一人(yi) デブ(d3)がいる。」=di3 です。 

月底  yue4 di3 <月末> 

次dian3 の漢字は、 典 <祭典>、点 <点>の二つです。 

フレーズは 「祭典で/ 点になってしまう/ 目は(ian)、デブ(d3)のせい。」=dian3

です。 



 217 / 226 
 

辞典 ci2 dian3 <辞書> / 词典 ci2 dian3 <辞書> /字典 zi4 dian3 <字典、辞書> 

景点  jing3 dian3 <観光スポット> 

次ding3 の漢字は、 顶 <頂き>です。 

フレーズは 「頂上の/ 宝石は(ing)、デブ(d3)より先にいただく。」=ding3 です。 

山顶  shan1 ding3 <山頂> 

次du3 の漢字は、 赌 <賭け>、堵 <さえぎる>の二つです。 

フレーズは 「賭けを/ さえぎる/ 踊り(u)は、デブ(d3)がうまい。」=du3 です。 

打赌  da3 du3 <賭けをする> 

堵车  du3 che1 <車が混んでいる> 

次duo3 の漢字は、 朵 <耳>、躲 <よける、避ける>の二つです。 

フレーズは 「耳で/ よけるよ/ 私が(uo) デブ(d3)の脇を歩くとき。」=duo3 です。 

耳朵  er3 duo0 <耳> 

躲闪  duo3 shan3   又は  闪躲  shan3 duo3   <よける、避ける> 

次duan3 の漢字は、 短 <短い>です。 

フレーズは 「短い/ 湾に(uan) デブ(d3)が走る。」=duan3 です。 

短信 duan3 xin4 <ショートメール> 

最後 dun3 の漢字は、 盹 <居眠りする>です。 

フレーズは 「居眠りする/ 文章(uen)は、デブ(d3)が登場する。」=dun3 です。 

打盹儿  da3 dun3 er0 <居眠りをする、うとうとする> 
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以上で d の３声は終わりです。 

d の３声の“ﾌﾚｰｽﾞ集”です。 

d の３声の漢字 

d の３声の読み上げです。 

音声プレーヤー 

d の３声の歌 デブの歌です。 

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５９  

さて今回は d の４声です。キーワードは、クリスチャンディオールの “ディオール” 

です。ディオール”の香りと言えば、すでに廃版となった香水 “タンドゥールブァゾン” 

のグレンミラーの “茶色の小瓶” ならぬ ”緑色の小瓶” から、かもし出る優美なあや

しい香が懐かしく思えます。 

先ず最初、da4 の漢字は、 大 <大きい>です。 

フレーズは 「大きな/ おばさん(a) ディオール(d4)ぷんぷん。」=da4 です。 

大厦 da4 sha4 <ビルディング> / 大蒜 da4 suan4 <にんにく> / 

大拇指 da4 mu0 zhi3 <親指> / 大意 da4 yi4 <あらすじ、あらまし> 等々。 
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次dai4 の漢字は、 贷 <貸付金>、袋 <袋>、戴 <かぶる、かける>、代 <代わり、

代理>、 

带 <帯、付帯する>、待 <待つ、扱う、接待する、>の六つです。 

フレーズは 

「かりた/ 袋を/ かぶって/ 代わりの/ 帯を/ 待っているうちに/ 愛の(ai) ディオー

ル(d4)が到着する。」=dai4 です。 

贷款 dai4 kuan3 <金を貸し付ける、ローン> 

袋子 dai4 zi0 <袋> 

戴绿帽子 dai4 lv4 mao4 zi0 <妻が浮気しているのに気づかない夫> 

现代 xian4 dai4 <現代> 

携带 xie2 dai4 <携帯する、持ち歩く> 

期待 qi1 dai4 <期待する> 

次dan4 の漢字は、 但 <但し>、淡 <淡い>、蛋 <卵>、诞 <誕生日>の四つです。 

フレーズは 

「但し/ 淡い/ 卵は/ 、誕生日/ に按摩屋で(an)、ディオール(d4)と交換して。」 

=dan4 です。 

但是 dan4 shi4 <しかし> 

淡季 dan4 ji4 <シーズンオフ> 

蛋糕 dan4 gao1 <カステラスポンジケーキ> 

圣诞节 sheng4 dan4 jie2 <クリスマス> 
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次dao4 の漢字は、 道 <道>、倒 <ひっくり返す、注ぐ>、到 <到着する>の三つ

です。 

フレーズは 

「道を/ ひっくり返して/ 到着すれば/ オリンピック(ao)でディオール(d4)が手に入

る。」=dao4 です。 

味道 wei4 dao0 <味> 

倒睫 dao4 jie2 <逆さ睫毛> 

到达时间 dao4 da2 shi2 jian1 <到着時刻> 

次dang4 の漢字は、 档 <ファイルする、ランク等級>、当 <丁度良い、質入する>、 

荡 <オオミズで草木が揺れ動く>の三つです。 

フレーズは 

「ファイルした/質屋の/放蕩息子/のスバル(ang)は、ディオール(d4)が漂う。」 

=dang4 です。 

存档 cun2 dang4 ＜ファイルする＞ 

当铺 dang4 pu4 <質屋> 

回肠荡气 hui2 chang2 dang4 qi4 <深い感銘を与える> 

次dou4 の漢字は、 逗 <笑わせる、引きつける>、豆 <豆>、斗 <闘争する、けん

かする（日本ではひしゃくの意味だが中国では闘争のトウに当てている）>の三つで

す。 

フレーズは 

「人を引きつける/ 豆は/、闘争して/欧米(ou)のディオール(d4)ブランドを手に入れ
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た。」=dou4 です。 

逗人 dou4 ren2 <ユーモラスで気を引く> 

毛豆 mao2 dou4 <枝豆> 

斗争 dou4 zheng1 <戦う，闘う> 

次dong4 の漢字は、 动 <動く>、冻 <凍る、氷結する>の二つです。 

フレーズは 

「動きが/凍ると/ジュディーオングの(ong)ディオールが(d4)漂う。」=dong4 です。 

运动 yun4 dong4 <運動> 

冻冰 dong4 bing1 <氷が張る> 

次deng4 の漢字は、 凳 <こしかけ>です。 

フレーズは 

「腰掛で/ エンジェル(eng)は、ディオール(d4)の化粧をする。」=deng4 です。 

凳子deng4 zi0 <腰掛け> 

次di4 の漢字は、 帝 <てんし、皇帝>、弟 <弟>、地 <地球の地>、的 <的>、第 

<第>、 

递 <手渡す、伝える>の六つです。 

フレーズは 

「天子の/ 弟は/、地面を/ 的に/ 第/ 一滴の(yi)ディオール(d4)を /手渡す。/」=di4 

です。 

皇帝 huang2 di4 <皇帝> 

弟弟 di4 di0 <弟> 
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地球 di4 qiu2 <地球> / 地图di4 tu2 <地図> 

目的 mu4 di4 <目的> 

第二天 di4 er4 tian1 <二日目> 

递交 di4 jiao1 <手渡す> 

次diao4 の漢字は、 调 <調べる、調子、ｱｸｾﾝﾄ>、吊 <吊るす>、钓 <釣る、釣り

針>、 

掉 <向きを変える、落ちる>の四つです。 

フレーズは 

「調子に/ 吊られ/ 釣られて/U ターンする/薬は(iao)、ディオール(d4)を使う。」 

=diao4 です。 

声调 sheng1 diao4 <アクセント = 音调> 

吊桥 diao4 qiao2 <つり橋> 

钓鱼 diao4 yu2 <魚を釣る> 

掉头 diao4 tou2 <U ターン> 

次dian4 の漢字は、 殿 <宮殿>、店 <店>、电 <電気の電>、 

垫 <あてがうように敷く、下敷き>の四つです。 

フレーズは 

「殿は/、店の/電気で/眼は(ian)、ディオール(d4)製の/下敷き/を探す。」=dian4 で

す。 

宫殿 gong1 dian4 <宮殿> 

免税店 mian3 shui4 dian4 <免税店> 
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电话 dian4 hua4 <電話> 

床垫 chuang2 dian4 <ベットのマットレス> 

次ding4 の漢字は、 订 <予約する>、定 <定める>の二つです。 

フレーズは 「予約で/定めた/宝石(ing)は、ディオールブランド(d4)。」=ding4 で

す。 

订座 ding4 zuo4 <席を予約する> 

决定 jue2 ding4 <決める> 

次du4 の漢字は、 度 <度>、肚 <おなか>、妒 <嫉妬する、ねたむ>の三つです。 

フレーズは 

「度が過ぎた/おなかに/嫉妬して/ 踊り(u)のさなかにディオール(d4)プンプン。」 

=du4 です。 

态度 tai4 du0 <態度> 

肚子 du4 zi0 <お腹> 

嫉妒 ji2 du4 <嫉妬する、ねたむ> 

次duo4 の漢字は、 惰 <怠ける>です。 

フレーズは 「怠けた/私は(uo)、ディオール(d4)が買えない。」=duo4 です。 

懒惰 lan3 duo4 怠ける、<不精である> 

次duan4 の漢字は、 段 <段、区切り、地域>、锻 <鍛える>、断 <断絶する>の三

つです。 

フレーズは 「段段腹を/鍛えて/,断絶してから/湾の(uan)ディオール(d4)を取りに行
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く。」=duan4 です。 

地段 di4 duan4 <一定の地域> 

锻炼 duan4 lian4 <鍛錬> 

断水 duan4 shui3 <断水> 

次dui4 の漢字は、 兑 <現金に換える>、队 <チーム,行列>、对 <対して>の三つ

です。 

フレーズは 「現金に換える/チームに/対して/、味(uei)はディオール(d4)で対抗する。」

=dui4 です。 

兑换 dui4 huan4 <両替> 

足球队 zu2 qiu2 dui4 <サッカーチーム> 

绝对 jue2 dui4 <絶対に、無条件に> 

最後dun4 の漢字は、 盾 <盾>、钝 <鈍い、のろい>、顿 <片付ける、落ち着かせ

る> 

の三つです。 

フレーズは 

「盾さばきが/鈍くて/頓死を伝える/文章(uen)からはディオール(d4)が漂わない。」 

=dun4 です。 

矛盾 mao2 dun4  <矛盾> 

动作迟钝 dong4 zuo4 chi2 dun4   <動作が鈍い> 

整顿 zheng3 dun4   <整頓する> 
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以上で d の４声の漢字５２個は終わりです。 

同じ発音で、意味の違う複数の漢字がたくさん有りました。 

子音が d の発音の注意点は 

（１）dan とdang の違いを区別する事。 

（２）de の発音。 

（３）din の発音は無く、ding しかない。 

（４）diu の発音は diou と発音する事。 

（５）dui の発音は duei と発音する事。 

（６）dun の発音は duen と発音する事。 

(4)(5)(6)は、いろいろ聴いてみて体感してみてください。 

  

d の４声の “フレーズ集”です。 

d の４声の漢字  

d の４声の “読み上げ” の頭の部分です。 

音声プレーヤー 

d d の４声の歌 “ディオール”の歌(背比べ）です。 

音声プレーヤー 

子音が d の “All in 表です“ 
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声調の違いで意味が異なる漢字が多いので、しっかり確認してください。 

Allin d の漢字 

感想やご希望が有りましたらお寄せ下さい。 

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。 


