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特別掲載 漢字のフレーズ 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

＿ 1 新しい学習方法の提案。

3/2 2 新しい学習方法の提案。

3/3 3 中国語の発音にはどんなものが有るのか？ 中国語全ての発音の表

3/4 4 ピンインと声調を同時に覚える画期的な方法の説明。

3/5 5 ピンインと声調を同時に覚える方法の説明の続き。

3/6 6
キーワードについての説明。キーワードは２種類有り、
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。

母音のキーワード表と子
音のキーワード表

3/6 7
１、母音のピンイン表記の説明。
２、キーワードを使った”フレーズ集”の抜粋紹介。
３、教材の種類の紹介。

母音のピンイン変化説明
と

中国語教材内容最初版
フレーズ集抜粋170414

3/7 8
１、キーワードを使った”フレーズ集”の抜粋の再説明。
２、声調記号と付ける場所。

中国語教材内容最初版
フレーズ集抜粋170414

3/8 9 "All in 表”の説明 All in表の抜粋

3/9 10 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　１～９ のダイジェスト版

3/9 11
１、”読み上げ”教材の紹介。
２、母音の１，２，３，４声のサンプル紹介

母音の１，２，
３，４声のサン
プル

3/11 12

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。フレーズで覚える有効性の力説。
　”曲で聴く”教材の紹介。

cの３声セメントの歌、
mの１声ママの歌、
pの３声ペンダントの歌、rの２声
ロボットの歌のサンプル

3/12 13
別のファイルに単語集が有ったが、”フレーズ集” に、この単語集を追加し
た新Versionを完成させた。今後はこれを”フレーズ集”とする。

中国語教材内容最初版
フレーズ集抜粋170414
の単語拡張版サンプル

3/15 14
中国語は声調が重要であることの理解を深める為、声調を間違えると意
味が変ってしまう単語の例５０組の紹介。

声調が違う２文字の発音
単語

添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次

添付資料
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3/16 15
(1)日本と同じ漢字1198個
(2)簡体字で日本の漢字で対比ができる漢字571個
(3)日本では通常使われていない漢字376個

(2)簡体字で日本の漢字
で対比ができる漢字571
個のリスト
(3)日本では通常使われ
ていない漢字376個のリ
スト

3/18 16 中国語の発音のヒント　六つの説明。
中国語の発音の６つのヒ
ント

3/20 17
”曲で聴く”のサンプル紹介１（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　母音の３、４声とｂの１声

母音の３、４声とｂの１声の頭
の部分

3/22 18

１、”曲で聴く”のサンプル紹介２（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　ｂの４声、ｐの１声、ｐの４声
２、自分が書いたピンインと声調が正しいかを判断してくれるExcel表の発
表。

ピンイン声調確認表a
20190321

ｂの４声、ｐの１声、ｐの４声
の頭の部分

3/22 19 ”曲で聴く”のサンプル紹介３（頭の部分を３曲ずつ紹介）ｍの４声、ｆの１声、ｆの２声
ピンイン声調確認表a
20190321

ｍの４声、ｆの１声、ｆの２声の
頭の部分

3/22 20 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　11～19のダイジェスト版

ピンイン声調確認表
20190323
(Versionがupしています）

ｆの３声、ｆの４声、ｄの１声の
頭の部分

ピンイン声調確認表を使用し
た
正誤例

フレーズの曲名表

3/25 22
”曲で聴く”のサンプル紹介５（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　ｄの２声、ｔの２声、ｔの３声

ｄの２声、ｔの２声、ｔの３声の
頭の部分

初版

3/27 23
１、同じような意味の漢字２つの単語の紹介。
２、”曲で聴く”のサンプル紹介６（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　ｔの４声、ｎの２声、ｌの３声

同じような意味の漢字２
つの単語

 tの４声、nの２声、lの３声の
頭の部分

初版

3/31 24
”曲で聴く”のサンプル紹介７（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　kの４声、hの１声、hの３声

kの４声、hの１声、hの３声の
頭の部分

初版

珊瑚海と雪崩海の曲

雪崩海の歌詞

4/2 26
１、”曲で聴く”のサンプル紹介８（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　jの１声、jの２声、qの１声
２、キーワードの恩恵の説明

jの１声、jの２声、qの１声の
頭の部分

その２

qの２声、qの３声、xの３声の
頭の部分

フレーズの曲名表

初版

その２
１、声調記号を付ける場所の説明。
２、”曲で聴く”のサンプル紹介９（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　qの２声、qの３声、xの３声

3/31 25
マンネリ脱却一休み。私が最も好きな中国語デュエット曲　”珊瑚海”　と
パクリ曲”雪崩海”の紹介。

3/23 21

１、ピンイン声調確認表（Excel)の有効性の宣伝。
２、”曲で聴く”のサンプル紹介４（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　　ｆの３声、ｆの４声、ｄの１声
３、曲のタイトル表の公開。

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次

4/3 27

初版

添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容
添付資料
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特別掲載 漢字のフレーズ 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

4/4 28
１、声調記号を付ける場所の順番について研究。
２、”曲で聴く”のサンプル紹介１０（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　xの４声、zhの２声、chの３声

声調記号を付ける場所
xの４声、zhの２声、chの３声
の頭の部分

その２

4/6 29
”曲で聴く”のサンプル紹介１１（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　shの１声、rの３声、zの１声

shの１声、rの３声、zの１声の
頭の部分

その３

4/6 30
「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　２１～２９のダイジェスト
版

その３

4/11 31
”曲で聴く”のサンプル紹介１２（頭の部分を３曲ずつ紹介）
　zの４声、cの1声、cの４声

zの４声、cの1声、cの４声の
頭の部分

その３

4/13 32 ”曲で聴く”のサンプル紹介１３　　ｓの４声 ｓの４声の詩人の歌

4/14 33
“ピンインと声調を調べてくれる表”　の完成披露。
対応漢字数のアップ。

ピンインと声調を調べてく
れる表20190414

その４

4/15 34 ”ピンイン声調確認表”の改良版の披露。
ピンイン声調確認表
20190323→20190414
の比較

その４

93～97中検３級出題漢
字

ンとウの抜粋

4/22 36 ９３～９７回　中検３級出題単語 中国語検定３級の単語 その４

4/25 37
「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の実践の開始
 b の１声の漢字

bの１声 bの１声 バット その４

4/26 38  b の２声の漢字 bの２声 bの２声 帽子（赤い帽子白い帽子） その４

4/27 39  b の３声の漢字 bの３声 bの３声
ベッド（ベッドで煙草を吸わな
いで）

その４

4/27 40
「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　３１～３９のダイジェスト
版 

その４

4/28 41  b の４声の漢字と子音がbの発音上の注意点 bの４声 bの４声 ビール その４

4/28 42  p の１声の漢字 p の１声 p の１声 パンク その４

4/29 43  p の２声の漢字 p の２声 p の２声 ポッキー その４

4/29 44  p の３声の漢字 p の３声 p の３声 ペンダント その４

4/30 45  p の４声の漢字と子音が p の発音上の注意点 p の４声 p の４声 ピアス その４

その４4/19 35

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次 添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容
添付資料

１、中国語検定３級の出題傾向分析
２、９３～９７回　中検３級出題漢字
３、日本語音読み”ン”と”ウ”の漢字の中国語発音
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5/1 46 m の１声の漢字 m の１声 m の１声 ママ その４

5/1 47 m の２声の漢字 m の２声 m の２声 森 その４

5/2 48
声調が変化する場合の説明
m の３声の漢字

m の３声 m の３声
メガネ

（森の鍛冶屋）
その４

5/3 49 m の４声の漢字 m の４声 m の４声 ミサイル その４

5/4 50
「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　４１～４９のダイジェスト
版 

その４

5/9 51  f の１声の漢字  f の１声  f の１声 ファスナー その４

5/10 52  役に立ちそうな文例１００選の紹介 その４

5/11 53   f の２声の漢字  f の２声  f の２声 フォーク その４

5/15 54   f の３声の漢字  f の３声  f の３声 フェリー その４

5/16 55
  f の４声の漢字
 子音が f の漢字オールスターズ

All in 子音が f の漢字  f の４声  f の４声 フィアンセ その５

5/19 56  d の１声の漢字 d の１声 d の１声 ダッチワイフ １～５５ その５

5/20 57  d の２声の漢字 d の２声 d の２声 ドーナッツ １～５５ その５

5/24 58  d の３声の漢字 d の３声 d の３声 デブ １～５５ その５

5/26 59

 d の４声の漢字
 子音が d の発音上の注意点
 子音が d の漢字オールスターズ
 Face book homeへの招待

All in 子音が d の漢字 d の４声 d の４声
ディオール
（背比べ）

１～５５ その５

5/27 60 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」５１～５９回のダイジェスト版 １～５５ その５

5/29 61  t の１声の漢字  t の１声  t の１声
　　　　　狸
（證誠寺の狸囃子）

１～６０ その５

6/1 62  t の２声の漢字  t の２声  t の２声前半 トマト １～６０ その１ その６

6/3 63  t の３声の漢字  t の３声  t の３声前半 テーブル １～６０ その１ その６

6/4 64
 t の４声の漢字
 子音が t の発音上の注意点
 子音が t の漢字オールスターズ

All in 子音が t の漢字  t の４声  t の４声 ティー １～６０ その１ その６

6/6 65  n の２声の漢字（n の１声の漢字は有りません） n の２声 n の２声 のり １～６０ その１ その６

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次 添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容
添付資料
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特別掲載 漢字のフレーズ 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

6/7 66  n の３声の漢字 n の３声 n の３声
猫

（猫踏んじゃった）
１～６０ その１ その６

6/9 67
  n の４声の漢字
 子音が n の発音上の注意点
 子音が n の漢字オールスターズ

All in 子音が n の漢字 n の４声 n の４声
にきび

（ビキニスタイルのお嬢さん）
１～６０ その１ その６

6/10 68  l の１声と２声の漢字  l の１声と２声
 l の１声と
２声前半

　ロック
（春よ来い）

１～６０ その１ その６

6/13 69  l の３声の漢字  l の３声  l の３声 レモン １～６０ その１ その６

6/15 70 「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」６１～６９回のダイジェスト版 １～６０ その１ その６

6/16 71
 l の４声の漢字
 子音が l の発音上の注意点
 子音が l の漢字オールスターズ

All in 子音がl の漢字  l の４声  l の４声前半
リリー

（私は泣いています）
１～７０ その１ その６

6/19 72  ｇ の１声の漢字 ｇ の１声 ｇ の１声 ガードマン １～７０ その２ その７

6/21 73  ｇ の２声と３声の漢字 ｇ の２声と３声 ｇ の２声と３声 ゲゲゲの鬼太郎 １～７０ その２ その７

6/23 74
  ｇ の４声の漢字
 子音が g の発音上の注意点
 子音が g の漢字オールスターズ

All in 子音がg の漢字 ｇ の４声 ｇ の４声
ギター

（さすらいのギター）
１～７０ その3 その７

6/26 75  k の1声の漢字 k の1声 k の1声
かっぱ

（雪の渡り鳥）
１～７０ その3 その７

8/4 76  k の2声と３声の漢字 k の2声と３声 k の2声と３声 警察（肩たたき） １～７０ その3 その７

8/12 77のa
 k の４声の漢字
 子音が k の漢字オールスターズ

All in 子音がk の漢字 k の４声 k の４声 キリン １～７０ その3 その７

9/5 78のa
 h の１声の漢字
 読み上げで漢字の書き方説明を加えたVersionの紹介

p の３声と m の１声の従
来の読み上げと漢字説
明を追加したものの対比
サンプル

h の１声 h の１声 ハンカチ １～７０ その４ その７

9/7 79
 自作曲の紹介　「頑張る君にエールを送る」の歌詞
 h の2声の漢字

頑張る君にエールを送る h の２声 h の２声 蛍（蛍の光） １～７０ その４ その７

9/11 80  h の3声の漢字 h の３声 h の３声 屁 １～７０ その４ その７

9/13 81
  h の4声の漢字
 子音が h の漢字オールスターズ

All in 子音が h の漢字 h の４声 h の４声 火（たき火） １～８１ その４ その７

9/18 82
 j の1声の漢字
 j , q , x に続く母音の i 系は１０種、v 系は４種のパターンが有る。

 j の1声  j の1声 Jazz １～８１ その４ その７

9/19 83  j の2声の漢字  j の2声  j の2声 Joke １～８１ その４ その７

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次 添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容
添付資料
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特別掲載 漢字のフレーズ 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

9/21 84  j の3声の漢字  j の3声  j の3声
ジェット機

（鉄腕アトム）
１～８１ その４ その７

9/23 85
 j の4声の漢字
 子音が j の漢字オールスターズ

All in 子音が j の漢字  j の4声  j の4声
ジム

（山寺の和尚さん）
１～８１ その４ その７

9/25 86  q の1声の漢字  q の1声  q の1声 クオーツ quartz １～８１ その４ その７

9/27 87
 q の2声の漢字
 余興で誕生歌BGM 1

誕生歌BGM 1  q の2声  q の2声 見積もり　quote １～８１ その４ その７

9/28 88
 q の3声の漢字
 余興で誕生歌BGM 2

誕生歌BGM 2  q の3声  q の3声 クイーン queen １～８１ その４ その７

誕生歌BGM 3

All in 子音が q の漢字

10/9 90
　 x の1声の漢字
　フレーズによる覚え方のメリット

 x の1声  x の1声
クリスマス

（ジングルベル）
１～９０ その４ その７

10/13 91  x の2声の漢字  x の2声  x の2声
x線

（めだかの学校）
１～９０ その４ その７

10/18 92  x の3声の漢字  x の3声  x の3声 トリプルx １～９０ その４ その７

10/21 93
 x の4声の漢字
 子音が x の漢字オールスターズ

All in 子音が x の漢字  x の4声  x の4声 へそ下 １～９０ その４ その７

10/23 94
　zh の1声の漢字
　教材内容を見直しでコストダウンした

zh の1声 zh の1声
じゃが芋
（旅愁）

１～９０ その５ その７

10/26 95 　zh の2声の漢字 zh の2声 zh の2声 女王蜂 １～９０ その５ その７

10/29 96 　zh の3声の漢字 zh の3声 zh の3声
ジェンカ

（ジェンカ）
１～９０ その５ その７

11/2 97
　zh の4声の漢字
 子音がzh の漢字オールスターズ

All in 子音が zh の漢字 zh の4声 zh の4声
爺さん

（花咲じじい）
１～９０ その５ その７

11/4 98 　ch の1声の漢字 ch の1声 ch の1声
チャリンコ
（茶摘み）

１～９０ その５ その７

11/5 99 　ch の2声の漢字 ch の2声 ch の2声
腸捻転
（蝶々）

１～９０ その５ その７

11/8 100 　ch の3声の漢字 ch の3声 ch の3声 チェリー １～９０ その５ その７

11/12 101
　ch の4声の漢字
 子音が ch の漢字オールスターズ

All in 子音が ｃh の漢字 ch の4声 ch の4声
チークダンス

（ゲイシャワルツ）
１～１００ その５ その７

１～８１ その４ その７キュート

添付資料の種類を色分けで示しています

 q の4声  q の4声

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次

日付 回数 ブログの内容
添付資料

89
 余興で誕生歌BGM 3
 q の4声の漢字
 子音が q の漢字オールスターズ

10/3

6/14
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特別掲載 漢字のフレーズ 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

11/13 102 　sh の１声の漢字 sh の１声 sh の１声 写真 １～１００ その５ その７

11/15 103 　sh の２声の漢字 sh の２声 sh の２声
初夜

（冬の夜）
１～１００ その５ その７

11/17 104 　sh の３声の漢字 sh の３声 sh の３声 　シェイバー
（うちの女房にゃ髭がある）

１～１００ その５ その７

11/19 105
　sh の４声の漢字
  子音が sh の漢字オールスターズ

All in 子音が sh の漢字 sh の４声 sh の４声
シューマイ
（森の水車）

１～１００ その５ その７

 ２文字のキヘンの漢字 r の１声

 ２文字のキヘンの漢字 r の２声

 ２文字のクサカンムリの漢字

 ２文字のクサカンムリの漢字

All in 子音が r の漢字

 ２文字の草木の漢字

 ２文字の草木の漢字

11/27 109  z の１声の漢字  z の１声  z の１声 座布団 １～１００ その５ その７

11/29 110  z の２声の漢字  z の２声  z の２声 象（象さん） １～１００ その５ その７

３文字漢字の草木

３文字漢字の草木

12/3 112
  z の４声の漢字
　子音が z の漢字オールスターズ

All in 子音が z の漢字  z の４声  z の４声 痔 １～１１０ 201912月1日版 その７

12/5 113  c の１声の漢字  c の１声  c の１声 can できる 缶 １～１１０ 201912月1日版 その７

12/7 114  c の２声の漢字  c の２声  c の２声
コーラ

（ヴォルガの舟唄）
１～１１０ 201912月1日版 その７

12/11 115  c の３声の漢字  c の３声  c の３声 セメント １～１１０ 201912月1日版 その７

12/12 116
 c の４声の漢字 子音が
 c の漢字オールスターズ

All in 子音が c の漢字  c の４声  c の４声 サイボーグ １～１１０ 201912月1日版 その７

r の１声と２声 　ロボット １～１００ その５ その７

 z の３声 １～１１０

r の３声 r の３声 レコード １～１００ その５ その７

r の４声 r の４声
リボン

（黄色いリボン）
１～１００ その５ その７

 z の３声
銭

（銭形平次）
201912月1日版 その７

108
　日本語の２文字の草木の漢字
　r の４声の漢字
　子音が r の漢字オールスターズ

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次 添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容
添付資料

11/21 106
　日本語の２文字のキヘンの漢字
　 r の１声と２声の漢字

12/1

11/23 107
　日本語の２文字のクサカンムリの漢字
　r の３声の漢字

111
　日本語の３文字草木の漢字
　 z の３声の漢字

11/24

7/14
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特別掲載 漢字のフレーズ 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

12/16 117  s の１声の漢字  s の１声  s の１声 桜（桜） １～１１０ 201912月1日版 その７

 s の２声

 s の３声

12/23 119
 s の４声の漢字 子音が
 s の漢字オールスターズ

All in 子音が s の漢字  s の４声  s の４声 詩人 １～１１０ 201912月1日版 その７

12/28 120
軽声について
　辻田正雄氏「軽声について」の論文
　軽声を含む単語集

辻田正雄氏
「軽声について」

いろいろな
軽声単語

１～１１０ 201912月1日版 その７

2020年
　1/1

120+1
新年のお年玉
２文字単語の声調確認表
２文字の漢字の声調のマスター度合いをチェックしよう

２文字単語の声調確認表

添付資料の種類を色分けで示しています

その７ s の２声、３声
セーラー服

（セーラー服と機関銃）
１～１１０ 201912月1日版

添付資料

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　の目次

12/21

日付 回数 ブログの内容

118  s の２声、３声の漢字

8/14
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特別掲載 漢字のフレーズと用例 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

2020年
1/4

その１
前編　「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」の内容についての
説明

1/7 その２
ピンインが ba の漢字
（母音が、おばさん(a)で子音が b ）
読み上げに漢字の書き方の説明を追加しています

漢字の書き方用に使って
いる用語の説明

ba ba

1/8 その３ 母音が、おばさん(a)で子音が p の漢字。 pa pa

1/9 その４ 母音が、おばさん(a)で子音が m の漢字。 ma ma
2020年

1月10日版

1/11 その５ 母音が、おばさん(a)で子音が f の漢字。 fa fa
2020年

1月10日版

da da

ta ta

na na

la la

ga ga

ka ka

ha ha

zh zh

chaの従来スタイル cha

chaの新しいスタイル ｃｈｓ

1/21 その１０
第10回目から説明・紹介内容を変更しました。
母音が、おばさん(a)で子音が sh の漢字。

sh sh

za za

ca ca

sa sa

1/24 その１２ ピンインが母音の、愛 ( ai )  の漢字。 ai ai

1/25 その１３ 母音が、愛 ( ai ) で子音が b の漢字。 bai bai

1/27 その１４ 母音が、愛 ( ai ) で子音が p の漢字。 pai pai

添付資料

2020年
1月10日版

1/19 その９

日付 回数

1/15 その７ 母音が、おばさん(a)で子音が n と l  の漢字。
2020年

1月10日版

2020年
1月10日版

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　続編の目次

ブログの内容

添付資料の種類を色分けで示しています

1/17 その８ 母音が、おばさん(a)で子音が g, k, h, zh の漢字。

1/23 その１１ 母音が、おばさん(a)で子音が z, c, s  の漢字。

1/13 その６a 母音が、おばさん(a)で子音が d と t  の漢字。

母音が、おばさん(a)で子音が ch の漢字。
chaのピンインの漢字を含む用例にフレーズを加えたpdf資料を新たに追
加しました。これで用例に使われている漢字も一緒にマスターできます。
以降はこのスタイルを掲載します。

9/14
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特別掲載 漢字のフレーズと用例 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

1/29 その１５ 母音が、愛 ( ai ) で子音が m の漢字。 mai mai

1/31 その１６ 母音が、愛 ( ai ) で子音が d の漢字。 dai dai

2/1 その１７
母音が、愛 ( ai ) で子音が t の漢字。
前編の７９回に掲載した「頑張る君にエールを送る」

頑張る君にエールを送る tai tai

2/4 その１８
母音が、愛 ( ai ) で子音が n の漢字。
前編の８７回に掲載した「誕生歌BGM 3」

誕生歌BGM 3 nai nai

2/6 その１９
母音が、愛 ( ai ) で子音が l の漢字。
新登場「幻のときめき」

幻のときめき lai lai

2/11 その２０
母音が、愛 ( ai ) で子音が g の漢字。
トランプのカードの覚え方を例にして前編と続編の違いを説明していま
す。

gai gai

2/16 その２１ 母音が、愛 ( ai ) で子音が k の漢字。 kai kai

2/19 その２２ 母音が、愛 ( ai ) で子音が h の漢字。 hai hai

2/21 その２３
母音が、愛 ( ai ) で子音が zh の漢字。
「木綿のハンカチーフ」の中国語Versionを紹介しています。

木綿のハンカチーフ
中国語Version

zhai zhai

2/26 その２４ 母音が、愛 ( ai ) で子音が ch のchai の漢字。 chai chai
前編の１～１１

０と続編
その１～２３

2020年
2月26日版

2/28 その２５ 母音が、愛 ( ai ) で子音が sh のshai の漢字。
shaiと

se4の漢字を含む用例
shai

前編の１～１１
０と続編

その１～２３

2020年
2月26日版

3/4 その２６
母音が、愛 ( ai ) で子音が z の zai の漢字。
新登場「秘密の蜜愛」

秘密の蜜愛 zai zai
前編の１～１１

０と続編
その１～２３

2020年
2月26日版

3/5 その２７
母音が、愛 ( ai ) で子音が c の cai の漢字。
新登場「秘密の蜜愛Ⅱ」

秘密の蜜愛Ⅱ cai cai
前編の１～１１

０と続編
その１～２３

2020年
2月26日版

3/8 その２８
母音が、愛 ( ai ) で子音が s の sai の漢字。
前編の前編の１～５９の概要を掲載しました。
（添付されていたpdf や mp3 のファイルは開けません）

前編の１～５９の概要 sai sai
前編の１～１１

０と続編
その１～２３

2020年
2月26日版

3/12 その２９
母音の、按摩 ( an ) だけの漢字。
前編の６１～１２０＋１の概要を掲載しました。
（添付されていたpdf や mp3 のファイルは開けません）

前編の６１～１２０＋１
の概要

an an
前編の１～１１

０と続編
その１～２３

2020年
2月26日版

添付資料の種類を色分けで示しています

添付資料
日付 回数 ブログの内容

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　続編の目次

10/14
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特別掲載 漢字のフレーズと用例 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

3/14 その３０ 母音が、按摩 ( an ) で子音が b の ban の漢字。 ban ban
前編の１～１１

０と続編
その１～２３

2020年
2月26日版

3/17 その３１
母音が、按摩 ( an ) で子音が p の pan の漢字。
新登場「幻のときめきⅡ」

幻のときめきⅡ pan pan
前編の１～１
１０と続編そ

の１～30

2020年
2月26日版

3/19 その３２ 母音が、按摩 ( an ) で子音が m の man の漢字。 man man
続編

その１～30
2020年

2月26日版

3/21 その３３ 母音が、按摩 ( an ) で子音が f の fan の漢字。 fan fan
続編

その１～30
2020年

2月26日版

3/23 その３４
母音が、按摩 ( an ) で子音が d の dan の漢字。
復習編の開始　b の１声の漢字。

dan dan b の１声バットの歌
続編

その１～30
2020年

2月26日版

3/26 その３５
母音が、按摩 ( an ) で子音が t の tan の漢字。
復習編 b の２声の漢字。

tan tan
b の２声帽子の歌

（赤い帽子白い帽子）
続編

その１～30
2020年

2月26日版

3/31 その３６
母音が、按摩 ( an ) で子音が n の nan の漢字。
復習編 b の３声の漢字。
新登場「坂は上ろう」

坂は上ろう nan nan
b の３声ベットの歌

（ベットで煙草を吸わないで）
続編

その１～30
2020年

2月26日版

4/5 その３７a
母音が、按摩 ( an ) で子音が l の lan の漢字。
復習編b の４声の漢字。

lan lan b の４声ビールの歌
続編

その１～30
2020年

2月26日版

4/7 その３８
母音が、按摩 ( an ) で子音が ｇ の ｇan の漢字。
復習編 p の１声の漢字。

gan gan p の１声パンクの歌
続編

その１～30
2020年

2月26日版

4/11 その３９
母音が、按摩 ( an ) で子音が k の kan の漢字。
復習編 p の２声の漢字。

kan kan pの２声ポッキーの歌
続編

その１～30
2020年

2月26日版

4/14 その４０
母音が、按摩 ( an ) で子音が h の han の漢字。
復習編 p の３声の漢字。
新登場「恋の後出しじゃんけんゲーム」

恋の後出し
じゃんけんゲーム

han han p の３声ペンダントの歌
続編

その１～30
2020年

2月26日版

4/19 その４１
母音が、按摩 ( an ) で子音が zh の zhan の漢字。
復習編 p の４声の漢字。

zhan zhan p の４声ピアスの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

4/22 その４２
母音が、按摩 ( an ) で子音が ch の chan の漢字。
復習編 m の１声の漢字。

chan chan m の１声ママの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

4/26 その４３
トランプカードを例えにして前編と続編の漢字の覚え方を説明している。
母音が、按摩 ( an ) で子音が sh の shan の漢字。
復習編 m の２声の漢字。

shan shan
m の２声森の歌

（森へ行きましょう）
続編

その１～40
2020年

4月19日版

添付資料の種類を色分けで示しています

添付資料
日付 回数 ブログの内容

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　続編の目次

11/14
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特別掲載 漢字のフレーズと用例 読み上げ フレーズの歌 目次 教材紹介 プロフィール

4/30 その４４
母音が、按摩 ( an ) で子音が r の ran の漢字。
復習編 m の３声の漢字。 ran ran

m の３声メガネの歌
（森の鍛冶屋）

続編
その１～40

2020年
4月19日版

5/5 その４５
母音が、按摩 ( an ) で子音が z の zan の漢字。m の４声の復習。
新登場「 I LOVE YOU 」

 I LOVE YOU zan zan m の４声ミサイルの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

5/13 その４６
母音が、按摩 ( an ) で子音が c の can の漢字。
復習編 f の１声の漢字。
新登場「明日に向かって飛び立とう」

明日に向かって飛び立と
う

can can f の１声ファスナーの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

5/18 その４７
母音が、按摩 ( an ) で子音が s の san の漢字。
復習編 f の２声の漢字。
新登場「Hunting 」

Hunting san san f の２声フォークの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

5/24 その４８
母音が、オリンピック ( ao ) で母音だけの ao の漢字。
復習編 f の３声の漢字。
新登場「Madam パリンドローム」

Madam パリンドローム ao ao f の３声フェリーの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

5/31 その４９
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が b の bao の漢字。
復習編 f の４声の漢字。

bao bao f の４声フィアンセの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

6/7 その５０
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が p の pao の漢字。
復習編 d の１声の漢字。
新登場「雨宿り」

雨宿り pao pao d の１声ダッチワイフの歌
続編

その１～40
2020年

4月19日版

6/16 その５１
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が m の mao の漢字。
復習編 d の２声の漢字。
新登場「愛が飛び立つ」

愛が飛び立つ mao mao d の２声ドーナッツの歌
続編

その１～５０
2020年

4月19日版

6/22 その５２
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が d の dao の漢字。
復習編 d の３声の漢字。

dao dao
d の３声デブの歌
（どんぐりコロコロ）

続編
その１～５０

2020年
4月19日版

雪崩海

恋の後出し
じゃんけんゲーム

頑張る君にエールを送る

坂は上ろう

愛が飛び立つ

添付資料の種類を色分けで示しています

6/28 その５３
息抜きの余興その１
自作リバイバルソングの紹介５曲

日付 回数 ブログの内容
添付資料

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　続編の目次

12/14
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秘密の蜜愛

秘密の蜜愛Ⅱ

　I LOVE YOU

明日に向かって飛び立と
う

　Hunting

幻のときめき

幻のときめきⅡ

雨宿り

オンザロック

Madam パリンドローム

7/10 その５６
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が t の tao の漢字。
復習編 d の４声の漢字。

tao tao
d の４声ディオールの歌

（背比べ）
続編
その１～５０

2020年
4月19日版

7/16 その５７
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が n の nao の漢字。
復習編 t の１声の漢字。

nao nao
t の１声「狸の歌

（證誠寺の狸囃子）
続編
その１～５０

2020年
4月19日版

7/23 その５８
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が l の lao の漢字。
復習編 t の２声の漢字。

lao lao t の２声トマトの歌
続編
その１～５０

2020年
4月19日版

7/25 その５９
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が g の gao の漢字。
復習編 t の３声の漢字。

gao gao t の３声テーブルの歌
続編
その１～５０

2020年
4月19日版

8/1 その６０
母音が、オリンピック ( ao ) で子音が k の kao の漢字。
復習編 t の４声の漢字。

kao kao t の４声ティーの歌
続編
その１～５０

2020年
4月19日版

8/20 その６１

目次を全面的に作り直して、前編から続編まで見通せるようにしました。
同じパターンが続いているので少し目線を変えて、しばらくは中国語の発音で、間
違えやすい発音や紛らわしい発音について進める。
その６１回は an と ang の発音。日本語読みで”ン”で終わる漢字は anとなる？

an と ang 漢字の日本語
読み

an と ang の漢字リスト
an とang の漢
字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

8/22 その６２
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての２回目。
 en と eng の発音。日本語読みで”ン”で終わる漢字は enとなる？

en と eng 漢字の日本語
読み

en と eng の漢字リスト
en とeng の漢
字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

8/24 その６３
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての３回目。
 in と ing の発音。日本語読みで”ン”で終わる漢字は inとなる？

in と ing 漢字の日本語読
み

in と ing の漢字リスト
in とing の漢
字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

添付資料

7/4 その５５
息抜きの余興その３
自作リバイバルソングの紹介5曲

6/30 その５４
息抜きの余興その２
自作リバイバルソングの紹介５曲

日付 回数 ブログの内容

添付資料の種類を色分けで示しています「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　続編の目次
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8/26 その６４
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての４回目。
 uan と uang の発音。日本語読みで”ン”で終わる漢字は uanとなる？

uan と uang 漢字の日本
語読み

uan と uang の漢字リス
ト

uan とuang の
漢字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

8/28 その６５
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての５回目。
 ou と uo の漢字を確認しよう。

ou と uo 漢字の分布 ou と uo の漢字リスト
ou とuo の漢
字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

8/31 その６６
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての６回目。
 fou と hou とhuo の漢字を確認しよう。

fou と hou とhuo の漢字
の分布

fou と hou とhuo の漢字
リスト

fou と hou と
huo の漢字の
発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

9/4 その６７
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての７回目。
 fu と hu の漢字を確認しよう。

fu と hu の漢字の分布 fu と hu の漢字リスト
fu と hu の漢
字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

9/6 その６８
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての８回目。
li と ri の漢字を確認しよう。

li と ri の漢字の分布 li と ri の漢字リスト
li と ri の漢字
の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

9/7 その６９

ブログを見やすくするために宣伝広告を止めて、一度に閲覧できる投稿を１０件ま
で拡大しました。
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての９回目。
liu と lv の漢字を確認しよう。

liu と lv の漢字の分布 liu と lv の漢字リスト
liu と lv の漢
字の発音

前編と続編～
６０の目次

2020年
4月19日版

9/9 その７０
中国語の発音で、間違えやすい発音や紛らわしい発音についての１０回目。
lu と ru の漢字を確認しよう。
目次と教材紹介を更新しました。

lu と ru の漢字の分布 lu と ru の漢字リスト
lu と ru の漢
字の発音

前編と続編そ
の７０までの目
次

2020年
９月9日版

「中国語ピンインと声調を簡単にマスターしよう」　続編の目次 添付資料の種類を色分けで示しています

日付 回数 ブログの内容
添付資料
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