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４級・３級語順選択・整序問題の解き方（三）

『中国語の環』編集室

　第86回，第87回に続き，第88回の問題のポイントを解説します。

【４級】第88回（2016年３月）
⑴彼はきのう先生に叱られた。
　他昨天被老师批评了。Tã zuótiãn bèi läoshï pïpíng le.

　 ポイント　「…に…される」という受け身の表現には，介詞“被”を用います。
⑵このジュースはあのジュースよりおいしい。
　这个果汁比那个好喝。Zhège guözhï bœ nàge häohë.

　 ポイント　「…より…だ」という比較の表現には，介詞“比”を用います。
⑶あしたは少し早く来てください。
　明天请早点儿来。Míngtiãn qœng zäodiänr lái.

　 ポイント　「…してください」という依頼の表現には，動詞の前に“请”を用い
ます。「少し早く」という意味の“早点儿”は動詞“来”の前に置きます。

⑷わたしはここで本を読みたくない。
　我不想在这儿看书。Wö bù xiäng zài zhèr kàn shÆ.

　 ポイント　「ここで本を読む」ことをしたくないと言うのですから，“在这儿看书”
の前に“不想”が来ます。
⑸わたしも一度香港に行ったことがある。
　我也去过一次香港。Wö yå qùguo yí cì Xiãnggäng.

　 ポイント　動作の回数や時間を表す語は，通常，動詞と目的語の間に置きます。
⑹彼女は今年日本に来たばかりです。
　她今年刚来日本。Tã jïnnián gãng lái Rìbån.

　 ポイント　「…したばかり」という副詞“刚”は，動詞“来”の直前に置きます。
⑺あのDVDはもう売っていません。
　那个DVD已经不卖了。Nàge DVD yœjïng bú mài le.

　 ポイント　「もう…していない」は「“已经”＋“不”＋動詞＋“了”」です。
⑻中国の高鉄（高速鉄道）は日本の新幹線とほぼ同じです。
　中国的高铁和日本的新干线差不多。

　Zhõngguó de gãotiå hé Rìbån de xïngànxiàn chàbuduõ.

　 ポイント　「…とほぼ同じだ」は「“和・跟”…“差不多”」です。
⑼学校は海からとても近いです。
　学校离海很近。Xuéxiào lí häi hån jìn.

　 ポイント　ＡＢ二点間の隔たりをいうには，“Ａ离Ｂ…”の形を用います。

過去問に学ぶ
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⑽みんなは彼女のやり方はなかなかよいと言った。
　大家都说她的办法不错。Dàjiã dõu shuõ tã de bànfä búcuò.

　 ポイント　「…であると言う」は“说…”で表します。“都”は動詞の直前に。
【３級】第88回（2016年３月）
⑴この種のものはあの店で買うのが一番安い。
　这种东西在那家店买最便宜。Zhè zhöng dõngxi zài nà jiã diàn mäi zuì piányi.

　 ポイント　「あの家で買う」は，介詞フレーズ“在那家店”を“买”の前に用いて，
“在那家店买”とし，そのあとに述語“最便宜”を置きます。
⑵わたしは来月の試験の準備をしなければならない。
　我得准备下个月的考试。Wö dåi zhŒnbèi xià ge yuè de käoshì.

　 ポイント　助動詞“得”は主語“我”の後ろ，動詞“准备”の前に置きます。
⑶この料理は少しも辛くない。
　这个菜一点儿也不辣。Zhège cài yìdiänr yå bú là.

　 ポイント　「少しも…でない」は，“一点儿也不…”という語順で表します。
⑷彼女はきっと卒業旅行に参加するだろう。
　她一定会参加毕业旅行的。Tã yídìng huì cãnjiã bìyè l xíng de.

　 ポイント　「…するだろう」は“会…的”，「きっと」の意味の“一定”はその前
に置きます。
⑸飛行機の中でもインターネットができるそうだ。
　听说飞机上也可以上网。Tïngshuõ fëijï shang yå kåyœ shàngwäng.

　 ポイント　「飛行機の中でも」の“飞机上也”を“可以上网”の前に置きます。
⑹今年の夏は去年よりずっと暑い。
　今年的夏天比去年热多了。Jïnnián de xiàtiãn bœ qùnián rè duõ le.

　 ポイント　「去年より暑い」は“比去年热”，「ずっと…だ」の意味の“多了”は
その後ろに置きます。
⑺わたしは財布を盗まれた。
　我的钱包被偷了。Wö de qiánbão bèi tõu le.

　 ポイント　受け身を表す介詞“被”のあとにくる行為者が省略されています。
⑻横からまた車が現れた。
　旁边又出现了一辆汽车。Pángbiãn yòu chÆxiànle yí liàng qìchë.

　 ポイント　存現文として動詞“出现”を先に，“一辆汽车”をその後ろに。
⑼わたしはずっとあなたが彼女を知っていると思っていた。
　我一直以为你认识她。Wö yìzhí yœwéi nœ rènshi tã.

　 ポイント　“以为”が述語動詞で，“你认识她”がその目的語です。「ずっと」の
意味の副詞“一直”は動詞“以为”の前に置きます。
⑽部屋の中の要らないものを捨ててしまいなさい。
　把屋子里不要的东西都扔了吧。Bä wÆzi li bú yào de dõngxi dõu rëngle ba.

　 ポイント　介詞“把”を用いて“屋子里不要的东西”を文頭に引き出します。
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４級・３級語順選択・整序問題の解き方（続）

『中国語の環』編集室

　前号の第86回の問題に続き，第87回の問題のポイントを解説します。

【４級】第87回（2015年11月）
⑴少しゆっくり話してください。
　请慢一点儿说。Qœng màn yìdiänr shuõ.

　 ポイント　「少しゆっくり」の“慢一点儿”は動詞“说”の前に置きます。
⑵きょうはきのうほど暑くありません。
　今天没有昨天那么热。Jïntiãn méiyöu zuótiãn nàme rè.

　 ポイント　「ＡはＢほど…でない」という比較の否定形は「Ａ＋“没有”＋Ｂ＋“这

么／那么”＋形容詞」の語順になります。
⑶きょうわたしは自転車で学校に行くつもりです。
　今天我打算骑车去学校。Jïntiãn wö däsuan qí chë qù xuéxiào.

　 ポイント　“打算”は動詞フレーズを目的語に取ります。
⑷彼は先生にいくつか質問をしました。
　他问了老师几个问题。Tã wènle läoshï jœ ge wèntí.

　 ポイント　“问”は２重目的語を取る動詞です。目的語はヒトが先，モノが後。
⑸彼らもみな中国語を勉強しているのですか。
　他们也都学习汉语吗？　Tãmen yå dõu xuéxí HànyŒ ma?

　 ポイント　副詞“也”と“都”の語順に注意しましょう。
⑹わたしたちの学校に新しい先生が１人来られました。
　我们学校来了一位新老师。Wömen xuéxiào láile yí wèi xïn läoshï.

　 ポイント　存現文ですから，「場所＋動詞＋人」の順に並べます。
⑺もう一杯どうぞ。
　再喝一杯吧。Zài hë yì bëi ba.

　 ポイント　「一杯飲む」は“喝一杯”。副詞“再”は“喝一杯”の前に。
⑻この服はあの服より少し高い。
　这件衣服比那件衣服贵一点儿。Zhè jiàn yïfu bœ nà jiàn yïfu guì yìdiänr.

　 ポイント　比較文の語順は「Ａ＋“比”＋Ｂ＋形容詞」で，差を表す“一点儿”
は形容詞のあとに置きます。
⑼彼らは教室で宿題をしています。
　他们在教室做作业呢。Tãmen zài jiàoshì zuò zuòyè ne.

　 ポイント　「教室で宿題をする」は“在教室做作业”と場所を表す“在教室”を
動詞フレーズ“做作业”の前に置きます。文末の“呢”が進行を表しています。

過去問に学ぶ
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⑽彼女は歌を歌うのがとても上手です。
　她唱歌唱得非常好。Tã chàng gë chàngde fëicháng häo.

　 ポイント　“唱歌唱得好”のように，もう一度動詞“唱”を繰り返します。
【３級】第87回（2015年11月）
⑴彼は北京へ行ってもう２年になります。
　他去北京都两年了。Tã qù Båijïng dõu liäng nián le.

　 ポイント　文末の“了”はまだその状態が継続していることを示しています。
⑵きのうのコンサートには8000人が来た。
　昨天的音乐会来了8000人。Zuótiãn de yïnyuèhuì láile bãqiãn rén.

　 ポイント　存現文ですから「場所＋動詞＋人」の語順で並べます。
⑶わたしは両親と一緒に住んでいません。
　我没跟父母一起住。Wö méi gën fùmŒ yìqœ zhù.

　 ポイント　「両親と一緒に住む」は“跟父母一起住”で，その否定形「住んでい
ません」は“没”を用いて“没跟父母一起住”とします。

⑷父はわたしにバイクで通学するなと言います。
　爸爸不让我骑摩托车去学校。Bàba bú ràng wö qí mótuõchë qù xuéxiào.

　 ポイント　「…するなと言う」は「…させない」と考えて“不让…”を使います。
⑸冬休みになったらわたしは中国へ旅行に行きます。
　等放了寒假我就去中国旅行。Dång fàngle hánjià wö jiù qù Zhõngguó l xíng.

　 ポイント　“等”は「待つ」という意味から転じて接続詞的に使われています。
⑹この歌はわたしは一度しか聞いたことがありません。
　这首歌我只听过一次。Zhè shöu gë wö zhœ tïngguo yí cì.

　 ポイント　訳文は「一度だけ聞いたことがある」と肯定形を用いています。
⑺この事はあなたは誰から聞いたのですか。
　这件事你听谁说的？　Zhè jiàn shì nœ tïng shéi shuõ de?

　 ポイント　“听说”は“听谁说”のように“听”と“说”の間に情報の出所を表
す語を置くことができます。文末の“的”は“是…的”構文の“的”です。
⑻父は毎日歩いて会社に行きます。
　爸爸每天走着去公司。Bàba måi tiãn zöuzhe qù gõngsï.

　 ポイント　「…しながら…する」は前の動詞に“着”を付けて連動文で。
⑼わたしは自分の名前を人に知られたくない。
　我不想让人知道我的名字。Wö bù xiäng ràng rén zhïdao wö de míngzi.

　 ポイント　「人に自分の名前を知られる」は“让人知道我的名字”です。「知られ
たくない」は“不想知道…”とします。
⑽それをわたしにちょっと見せてください。
　请把那个给我看看。Qœng bä nàge gåi wö kànkan.

　 ポイント　“把”構文を用います。「わたしにちょっと見せる」は恩恵を与える対
象を示す介詞“给”を用いて“给我看看”とします。
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４級・３級語順選択・整序問題の解き方

『中国語の環』編集室
　４級と３級の筆記問題の第４問は語順選択問題と語順整序問題から構成されてい
ます。ここで問われているのは初級段階での基礎的な文法事項を正確に理解できて
いるかどうかですから，学習方法としてはただ正解を得るだけでなしに，与えられ
た日本語をきちんと中国語に翻訳することができるように心がけるのが得策です。

【４級】第86回（2015年６月）
⑴わたしは上海で一度地下鉄に乗ったことがあります。
　我在上海坐过一次地铁。Wö zài Shànghäi zuòguo yí cì dìtiå.

　 ポイント　「…で…する」は，「“在”＋場所＋動詞＋……」の順に並べて。
⑵わたしはスキーがあなたほど上手ではありません。
　我滑雪滑得没有你那么好。Wö huáxuå huáde méiyöu nœ nàme häo.

　 ポイント　「スキーが…」は“滑雪滑得…”と動詞“滑”を繰り返す。「Ａほど…
でない」は“没有Ａ…”。
⑶もうすぐ国慶節です。
　快要到国庆节了。Kuàiyào dào Guóqìng Jié le.

　 ポイント　動作や状況がまもなく発生することをいうには“快要…了”などの文
型を用います。
⑷兄は体育館に卓球をしに行きました。
　我哥哥去体育馆打乒乓球了。Wö gëge qù tœyùguän dä pïngpãngqiú le.

　 ポイント　中国語は動作が行われる順に動詞を並べるのが原則です。
⑸彼女はわたしに誕生日プレゼントをくれました。
　她送给我生日礼物了。Tã sònggåi wö shëngrì lœwù le.

　 ポイント　動詞が二重目的語をとる場合は間接目的語（…に）を前に，直接目的
語（…を）を後に。
⑹レポートはまだ書き終わっていません。
　报告还没写完。Bàogào hái méi xiåwán.

　 ポイント　「まだ…していない」は「还没（有）＋動詞＋…」の文型を用いて。
⑺あなたは９時に帰ってくることができますか。
　你九点回得来吗？　Nœ jiŒ diän huídelái ma?

　 ポイント　「…することができる」は「動詞＋“得”＋補語」の形式を用いて表
します。
⑻彼女は赤いセーターを着ています。
　她穿着一件红毛衣。Tã chuãnzhe yí jiàn hóng máoyï.

　 ポイント　「…ている」は持続を表す助詞“着”を用いて表します。
⑼彼は毎日２時間テレビを見ます。

過去問に学ぶ
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　他每天看两个小时电视。Tã måi tiãn kàn liäng ge xiäoshí diànshì.

　 ポイント　ある動作をどのくらいの時間行うかをいうには動詞の後に時間量を
表す語を置き，動詞の目的語はその後に置きます。

⑽きょうの気温はきのうより３度高い。
　今天的气温比昨天高三度。Jïntiãn de qìwën bœ zuótiãn gão sãn dù.

　 ポイント　「ＡはＢよりも…である」は“Ａ比Ｂ…”の文型を用います。

【３級】第86回（2015年６月）
⑴これからはもう二度と寝坊してはいけませんよ。
　以后别再睡懒觉了。Yœhòu bié zài shuì länjiào le.

　 ポイント　「二度と…するな」は“别再…”。「寝坊をする」は“睡懒觉”。
⑵こんなにたくさんの仕事をわたし一人ではやりきれません。
　这么多的工作我一个人干不了。Zhème duõ de gõngzuò wö yí ge rén gànbuliäo.

　 ポイント　「やりきれない」は可能補語の否定形を用いて“干不了”とします。
⑶両親はわたしをアメリカへ留学させたがっています。
　父母想让我去美国留学。FùmŒ xiäng ràng wö qù Måiguó liúxué.

　 ポイント　「…に…させる」は使役を表す兼語文を用いて表現します。
⑷彼は１か月に１冊しか本を読みません。
　他一个月只看一本书。Tã yí ge yuè zhœ kàn yì bån shÆ.

　 ポイント　「１冊しか読まない」は「１冊だけ読む」と考えて“只看一本书”とします。
⑸わたしは晩ごはんを食べてからお風呂に入るつもりです。
　我打算吃了晚饭再洗澡。Wö däsuan chïle wänfàn zài xœzäo.

　 ポイント　「…してから…するつもり」は“打算…再…”のように表現します。
⑹夏休みまであとどのくらいですか。
　离放暑假还有多长时间？　Lí fàng shŒjià hái yöu duõ cháng shíjiãn?

　 ポイント　「…まであとどのくらい」は時間の隔りを表す介詞“离”を用いて。
⑺わたしの携帯電話は妹に壊されてしまいました。
　我的手机被妹妹弄坏了。Wö de shöujï bèi mèimei nònghuài le.

　 ポイント　受身文の語順は「主語＋“被”＋行為者＋動詞＋その他の成分」です。
⑻フランス語はわたしは一言も話せません。
　法语我连一句也不会说。FäyŒ wö lián yí jù yå bú huì shuõ.

　 ポイント　「…さえも」という強調表現は，“连…也…”の文型を用います。
⑼彼はいま車を買うお金はありません。
　他现在没有钱买汽车。Tã xiànzài méiyöu qián mäi qìchë.

　 ポイント　「車を買うお金がない」は“没有钱买汽车”です。
⑽彼は毎日歩いて駅へ行きます。
　他每天走着去车站。Tã måi tiãn zöuzhe qù chëzhàn.

　 ポイント　「ある状態で（…する）」は動詞の後に“着”を用いて表します。


