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学ぶ喜び，教える喜び

日本中国語検定協会理事・明星大学人文学部　山田留里子

☆研究室
　私の研究室には，昼休みや授業の空き時間（特に授業前に集中します！）に学生
たちがよく訪ねてきます。中国語の質問や学習方法の相談という場合もありますが，
どちらかといいますと，「先生，ただいま」というような感じです。研究室の真ん
中には，大きな楕円形のテーブルが，“热烈欢迎”の顔をして迎えていますから，
沢山の学生が来ても大丈夫なのです。皆で中国茶を楽しみ，向日葵の種を上手に頬
張りながら（修業の成果でしょうか，口だけで中身を出せる学生もいますよ）とい
うような時間が，あっという間に過ぎていきます。研究室は学生と共に大切な時間
を過ごす，私の大好きな場所の一つなのです。
☆好きな言葉
　「凡庸な教師はただしゃべる。よい教師は説明する。優れた教師は自らやって見
せる。そして，偉大な教師は心に火をつける」（William Arthur Ward）
　現在，教育現場では「学級崩壊」や「学力低下」などという社会的問題を抱えて
います。また，『私立大学教員の授業改善白書』（平成23年）には，「教師自身の授
業で直面している問題点」として，「学習意欲を高める工夫が難しい」「予習・復習
の習慣付けが難しい」等が挙げられています。これは，経験や体験のない内容の習
得は既に限界がある，ということを明確に示唆しているといえるのではないでしょ
うか。教師の「生きた語りかけ」で，学習者の心に火をつけ，学び続ける喜びと向
上しゆく楽しみを教えることこそが，教育の原点だと考える所以です。
☆教育実践記録
　履修アンケートによりますと，「英語が苦手」「外国語学習のスタートラインが周
りと一緒」「中国は今から発展する国だから」などが中国語を選択した理由として
挙げられます。新学期の第一回目の授業で，私は少しばかり緊張している学生たち
に，私の教育への「志」と「情熱」を伝えます。何のための中国語なのか，一人一
人に考えてもらい，一緒に学んでいきたいからなのです。私は，大学の教壇に立つ
ようになって，20年ほどになりましたが，自分なりの実践的授業に挑戦してきまし
た。それは教師としての成長記録でもあります。これらたゆみない繰り返しの中に
こそ，問題解決の可能性があると考えます。ここでは紙幅の関係で，少しばかり紹
介させて頂きます。（中検30周年記念行事・広島講演・平成23年２月25日におきま
しては，またいくつか紹介させて頂く予定です！）
☆『あの子を探して』《一个都不能少》
　ベネチア国際映画祭の金獅子賞をもたらした张艺谋（チャン・イーモウ）監督の
中国映画をご存じでしょう。中国農村の小学校を舞台にした感動的なストーリーで
す。私の授業では，よくこの映画を学生たちと鑑賞します。ある日，中国の希望小

巻頭エッセイ
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第89号　中国語の環 3

学校（貧困児童就学援助プロジェクトに基づいて設立された小学校）に通う一人の
小学生からの手紙の読み合わせをしました。それは「雨傘があったらいいな……」
というテーマで書かれたものです。「家庭の事情で，傘一本買うことができずに雨
の日は学校に行けない。夢の中で，傘があったらな……」という内容です。
　こういう語りかけをすると，学生から「希望小学校って何ですか？」「雨傘は中
国ではいくらするのですか？」等，沢山の質問が生まれました。そして，とうとう，
ある一人の学生が調べてきたのです。「この地域では雨傘が一本20元（現在１元≒
13円）します。一家庭の平均年収は1500元なので，それから児童一人の年間学費92
元を引いて，３人家族であれば，１日３食として，一人の食費は一食当たり0.4元
となり，傘一本が50食分にもなる」といういかにも経済学部らしい答えを見つけて
きました。
　この学生は「どうしても子供たちの心の声，自分のこの気持ちを伝えたい」と「雨
に咲く花」《雨中盛开的花儿》というテーマで，ある年の西日本大学生中国語弁論
大会に出場し（優勝しましたよ！），大きく成長することができました。中国に“雪

中送炭”という言葉があります。「人が最も困っているときに援助の手を差し伸べる」
という意味ですが，それを心に描いて決めたテーマだったのです。
　希望小学校に関する活動につきましては，中検『中国語の環』（2007年 第76号）「中
国初の学生NPOを目指して―希望小学校の子供たちとの心と心の交流―」（小山翔
さん）にも掲載されていますから，是非一度ご覧ください。
☆フィールドワークの実践
　中国河北省の希望小学校や山西省の山西大学へのフィールドワークも実現しまし
た。参加した教員志望の学生からは「中国の農村教育について学ぶうち，教育の機
会均等が必要であると強く思いました」，また，人間社会学科の学生からは「優先
座席をテーマにした日中の学生の意識調査を卒論として発信していきたい」などの
報告も生まれました。知識というものが，単に授業の中で終わるのではなく，それ
とプラグマティックな行動を結びつけるリンクとしたいと学生自らが体得した結果
なのです。つまり，教育というのは，自らが考え，実践を伴ってこそ完結するので
はないでしょうか。繰り返される授業の現場では，教師は自らの理想と妥協するこ
ともあります。しかし，学び続ける喜びと向上しゆく楽しみを教えることも，中国
語教育の一つだと思います。同じ時代を生きる日中の若い世代が友情の輪を広げ，
心の交流を深めたということは，生きた授業で学ぶ中，学生が充電し，発電する姿
が見えてきた実践例であると思います。
☆学ぶ喜びと教える喜び
　学生一人一人が，どこで行き詰っているかを探りながら，教えていけば，必ず学
生たちの目が輝いていき，表情は明るくなり，笑顔が生まれてきます。そこにこそ
真の教育の手がかりがつかめます。教師と学生とが相互に理解し合う中で「学ぶ喜
び」，「教える喜び」も生まれてくると思うからです。これこそが真の教育であり「こ
の学ぶ喜び」から自発的，能動的な学習が生れてくると確信しています。
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朱自清散文を読む（６）

杏林大学　千野万里子

　朱自清の作品をご紹介するのも今回が最後となりました。引き続き散文〈沈黙〉
を読んでいきます。
　前回ご紹介した前半部分で朱自清は，見知らぬ人に遭遇したとき，余計なことを
相手に知られないためにも，沈黙していることが最良の対処法であるとし，はじめ
て会った相手が大物であった場合は，なおさら沈黙を守るべきで，なぜなら，一生
懸命自分を宣伝したところで，相手にはまるで理解されないばかりか，別れた後に
はきれいさっぱり忘れ去られ，徒労に終わるだけだからと言っていました。今回は
その後半部分を見ていきたいと思います。

　　朋友和生人不同，就在他们能听也肯听你的说话―宣传。这不用说是交换的，

但是就是交换的也好。他们在不同的程度下了解你，谅解你；他们对于你有了相当的

趣味和礼貌。你的话满足他们的好奇心，他们就趣味地听着；你的话严重或悲哀，他

们因为礼貌的缘故，也能暂时跟着你严重或悲哀。在后一种情形里，满足的是你 ；他

们所真感到的怕倒是矜持的气氛。他们知道“应该”怎样做；这其实是一种牺牲，“应

该”也“值得”感谢的。但是即使在知己的朋友面前，你的话也还不应该说得太多；
同样的故事，情感，和警句，隽语，也不宜重复的说。《祝福》就是一个好榜样。你

应该相当的节制自己，不可妄想你的话占领朋友们整个的心―你自己的心，也不会

让别人完全占领呀。你更应该知道怎样藏匿你自己。只有不可知，不可得的，才有人

去追求 ；你若将所有的尽给了别人，你对于别人，对于世界，将没有丝毫意义，正和

医学生实习解剖时用过的尸体一样。那时是不可思议的孤独，你将不能支持自己，而

倾仆到无底的黑暗里去。一个情人常喜欢说：“我愿意将所有的都献给你！”谁真知

道他或她所有的是些什么呢？第一个说这句话的人，只是表示自己的慷慨，至多也只

是表示一种理想；以后跟着说的，更只是“口头禅”而已。所以朋友间，甚至恋人间，

沉默还是不可少的。你的话应该像黑夜的星星，不应该像除夕的爆竹―谁稀罕那彻

宵的爆竹呢？而沉默有时更有诗意。譬如在下午，在黄昏，在深夜，在大而静的屋子

里，短时的沉默，也许远胜于连续不断的倦怠了的谈话。有人称这种境界为“无言之

美”，你瞧，多漂亮的名字！―至于所谓“拈花微笑”，那更了不起了！

〈訳　文〉　
　友人と見知らぬ人との違いは，友人は自分の話―宣伝を聞いてくれる，あるい
は聞こうとしてくれるところにある。お互いさまであるということはいうまでもな
いが，たとえお互いさまであったとしてもかまわない。彼らは程度の違いこそあれ，
自分のことを理解してくれ，また察してくれる。彼らは自分に関心を示してくれて

中国文学作品を読む
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第89号　中国語の環 5

おり，礼儀正しく接してくれる。自分の話すことが彼らの好奇心を満たすのなら，
彼らは興味を持って聞いてくれるだろう。話の内容が深刻でも痛ましくても，彼ら
は礼儀を尽くすために，しばらくの間，一緒に深刻なあるいは痛ましい気持ちにな
ってくれる。後者のような状況において，満足しているのは自分のほうである。彼
らが本当に感じ取っているのはおそらく深刻な雰囲気であろう。彼らはどのように
「すべき」かを知っている。実際のところこれは一種の犠牲である。だから，「すべ
き」であっても感謝に「値する」のだ。しかし，気心の知れた友人の前であっても，
たくさん話し過ぎてはいけない。同じ内容の話や感想，警句，意味深長な言葉も繰
り返し話すのは避けるべきである。『祝福』はそのいい例である。適度な自制が必
要であり，自分の話が友人たちの心をつかみきれるなどと思い違いをしてはいけな
い。―自分の心も他人に完全に掌握されることなどあり得ないのだから。そして
どうやって自分自身を隠すかを知るべきである。知るすべがなく，手に入れること
ができないからこそ，人は追い求めようとするのだ。もしすべてを他人に与えてし
まったら，自分は他人にとって，世界にとって，何の意味もなく，まさしく医学生
が解剖実習を行った後の死体と同じなってしまう。その時の想像すらできない孤独
の中で，持ちこたえられなくなり，底なしの暗黒の中へ落ちてしまうのだ。恋人は
「すべてを君に捧げたい」などと好んでしばしば口にするが，彼あるいは彼女のす
べてとは何であるのかを誰がきちんと理解しているのだろうか。この言葉を最初に
言った人は，ただ自分の心意気を示しているにすぎず，せいぜい一種の理想を表現
しているだけにすぎない。この後に続いた人たちが言ったことは，まったくただの
「口癖」でしかないのだ。だから，友人同士でも，たとえ恋人同士であっても，沈
黙は欠かすことができない。自分が発する言葉は暗闇に浮かぶ星のようでなければ
ならず，大みそかに鳴らす爆竹のようであってはならない。―一晩中鳴らされる
爆竹を誰がありがたがるというのだろう。それに，沈黙はさらなる詩情をもたらす
こともある。例えば，午後や黄昏時あるいは深夜の，広くて静かな部屋の中のほん
の短い時間の沈黙は，途切れることなく続く退屈な話よりもはるかに勝っているか
もしれないのだ。ある人はこのような境地を「無言の美」と称しているが，どうで
あろう，何と美しい呼び名ではないか。―いわゆる「花を持ち微笑する（無言の
うちに理解する）」ともなれば，なおのこと素晴らしいのだ！

〈注　釈〉
怕 pà ： “恐怕”に等しく，「おそらく，たぶん」の意を表します。
《祝福》 Zhùfú ： 魯迅が1924年に発表した短編小説です。主人公の祥林嫂は若く

して二度目の夫と息子を亡くした薄幸の女性。女中奉公に出た
村で，自分の不幸な身の上話を村人に繰り返し聞かせた結果，
最初は話に耳を傾け同情を寄せてくれていた村人から，しだい
に疎まれるようになってしまいました。

彻宵 chèxião ： “彻夜”に等しく，「一晩中」の意を表します。
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語彙をふやそう

多音・多義字に挑戦（１）

　『中国語の環』編集室（U）

　これまで３回に分けて“背”（bëi―背負う）と“背”（bèi―背，背中），“钉”（dïng

―くぎ）と“钉”（dìng―くぎを打つ），“好”（häo―よい）と“好”（hào―好む）
のように，同じ漢字でありながら発音も意味も異なるものを取り上げ，ピンイン順
に整理してきた。
　すでに取り上げた多音・多義字は合わせて24組あるが，実はまだＨの途中までし
か終わっていず，しかもそのうちの主なものを取り上げたに過ぎないのである。よ
く中国語の漢字の発音は一字一音であると言われるが，その例外がいかに多いかが
わかるであろう。
　以下はこれまでと趣向を変えて練習問題形式で多音・多義字に挑戦していただく
ことにする。第１回はこれまでに見てきたものを中心に取り上げる。

　次の文の中の下線を付した漢字の発音をⓐ，ⓑ，ⓒの中から選んでください。
1　背　ⓐ　bëi　ⓑ　bèi

　①孩子背着书包上学去了。

　②今天学习的词语太多，我一下子背不下来。

　　①子供はかばんを背負って学校に行きました。〔答〕ⓐ 背 bëi

　　②きょう学んだ語句は多すぎて，私は一度には覚えきれません。〔答〕ⓑ 背 bèi

2　便　ⓐ　biàn　ⓑ　pián

　①她买的家具又便宜又好看。

　②商店离我家较远，买东西很不方便。

　　①彼女が買った家具は安くてきれいだ。〔答〕ⓑ便宜 piányi

　　②商店は私の家からだいぶ遠いので，買い物にとても不便だ。〔答〕ⓐ方便 fãngbiàn

3　长　ⓐ　cháng　ⓑ　zhäng

　①那小孩子长得胖胖的，特别可爱。

　②他的父亲长期在国外工作。

　　①あの子はまるまると太っていて，とてもかわいい。〔答〕ⓑ长 zhäng　
　　②彼のお父さんは長い間外国で仕事をしている。〔答〕ⓐ长期 chángqï　
4　重　ⓐ　chóng　ⓑ　zhòng

　①你为什么总是重复过去的错误？
　②这项工作是政府今年的重点工作。

　　①君はなぜいつも過去の過ちを繰り返すのか。〔答〕ⓐ重复 chóngfù

　　②この事業は政府の今年の重点事業である。〔答〕ⓑ重点 zhòngdiän

5　处　ⓐ　chŒ　ⓑ　chù　ⓒ　chu　
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第89号　中国語の環 7

　①大家提出的意见，怎么处理呀？
　②种花种树对改善环境太有好处了。

　③北京处处都有我的朋友。

　　①皆さんが出されたこれらの意見をどう処理しますか。〔答〕ⓐ处理 chŒlœ

　　②花や木を植えるのは環境を改善するのにとても役立つ。〔答〕ⓒ好处 häochu

　　③北京にはあちこちに私の友人がいる。〔答〕ⓑ处处 chùchù

6　当　ⓐ　dãng　ⓑ　dàng

　①他办完事当天就回来了。

　②我是第一次参加考试，当然很紧张。

　　①彼は用事を済ませると，その日のうちに戻ってきた。〔答〕ⓑ当天 dàngtiãn

　　②私は初めて試験を受けるので，もちろん緊張しています。〔答〕ⓐdãngrán

7　倒　ⓐ　däo　ⓑ　dào

　①我倒不累，就是有点儿困。

　②我不相信你打得倒他。

　　①私は疲れてはいないが，ただちょっと眠い。〔答〕ⓑ倒 dào　
　　②僕には君が彼を倒せるとは信じられない。〔答〕ⓐ打得倒 dädedäo

8　的　ⓐ　dí　ⓑ　dì　ⓒ　de

　①他香蕉、苹果的卖了一大堆。

　②的确，学好任何一门语言都不是一件容易的事。

　③他们来中国的目的是学习汉语。

　　①彼はバナナやらりんごやらいっぱい買った。〔答〕ⓒ的 de

　　②確かに，いかなる言語であれ習得するのは決して容易な事ではない。〔答〕ⓐ的确 díquè

　　③彼らが中国に来た目的は中国語を学ぶためである。〔答〕ⓑ目的 mùdì

9　发　ⓐ　fã　ⓑ　fà　
　①村子里从来没发生过这样的事。

　②他的发式很怪，大家都觉得很可笑。

　　①村ではこれまでこんな事件が起こったことがない。〔答〕ⓐ发生 fãshëng

　　②彼のヘアスタイルはとても奇妙なので，みんなおかしがっている。〔答〕ⓑ发式 fàshì

10　分　ⓐ　fën　ⓑ　fèn

　①中秋节之夜，月亮分外明亮。

　②自从上次分别以后，我们就再也没见过。

　　①中秋節の夜は，月はとりわけ明るい。〔答〕ⓑ分外 fènwài

　　②この前別れて以来，私たちは一度も会っていない。〔答〕ⓐ分别 fënbié

11　冠　ⓐ　guãn　ⓑ　guàn

　①他听到这事，顿时怒发冲冠。

　②他们只不过是沐猴而冠之辈。

　　①彼はこの事を聞くや，たちまち髪の毛を逆立て怒った。〔答〕ⓐ怒发冲冠 nù fà chõng guãn

　　② 彼らは猿が烏帽子（えぼし）をかぶったような連中に過ぎない。〔答〕ⓑ沐猴而冠 mùhóu ér guàn
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絵で見る成語（９）

絵・張恢　　　　　　　  
文・『中国語の環』編集室

破釜沉舟　pò fŒ chén zhõu

（かま）を壊して船を沈める；不
退転の決意を示す。楚の項羽が秦と
の戦いで川を渡った後， を壊し船
を沈めて決戦を挑んだ故事から。

破镜重圆　pò jìng chóng yuán 

破鏡再び合う；離ればなれになって
いた夫婦が巡り合うこと。また，一
度別れた夫婦が元の鞘（さや）に納
まること。

看图学成语

旁若无人　páng ruò wú rén

傍若無人。まるであたりに人がいな
いかのようにふるまう。落ち着きは
らったさま。また，勝手気ままなふ
るまいをすること。

披星戴月　pï xïng dài yuè

星を背にし月光を浴びる；朝早くか
ら夜遅くまで勤勉に働く。忙しく駆
けずり回る。朝は朝星（あさぼし），
夜は夜星（よぼし）。

欺软怕硬　qï ruän pà yìng

弱い者をいじめ強い者にはこびへつ
らう。下の者には威張り散らし上の
者にはペコペコする。

骑虎难下　qí hŒ nán xià

騎虎の勢い；行きがかり上，途中で
やめたり，後へ引いたりできないた
とえ。（勢い余って）引くに引けない。
乗りかかった船。
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第89号　中国語の環 9

棋逢对手　qí féng duì shöu

好敵手に巡り合う；自分に匹敵する
碁（ご）の相手に出会う意から。“棋

逢敌手”（qí féng dí shöu）とも。

杞人忧天　qœ rén yõu tiãn

杞人（きじん）天を憂う；無用の心
配。取り越し苦労。杞の人が天地が
崩れ落ちてきたらどうしようかと心
配したという寓話から。杞憂。

起死回生　qœ sœ huí shëng

起死回生；いまにも死にそうな人を
生き返らせること。医術の優れてい
ることの形容。また，絶望的な状況
に活路を見いだすこと。

黔驴技穷　qián l√ jì qióng

黔驢（けんろ）の技窮まる；わずか
しかない能力を使い尽くす。黔（貴
州）の地に連れてこられたロバが虎
に実力を見破られたという話から。

青出于蓝　qïng chÆ yú lán

出藍（しゅつらん）の誉れ；（青色
の染料は原料の藍よりも青いことか
ら）弟子の方が教えた師匠よりも優
れること。

晴天霹雳　qíng tiãn pï lì

青天の霹靂（へきれき）；青く晴れ
渡った空ににわかに起こる雷。思い
がけない出来事のたとえ。突発的事
変。寝耳に水。
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“会帮你” と “能帮你”

日本中国語検定協会評議員・文京学院大学　魯 暁琨
　

　“会”について前の２回では“会”の「デキル」にあたる意味と「ウマイ」にあ
たる意味に触れたが，いずれも動作主の技能についての話である。ただ「デキル」
は技能の有無に，「ウマイ」は技能のレベルに焦点を当てているという違いだけで
ある。しかし，“会”はもうひとつ蓋然性を表す意味がある。この“会”は“能”
との区別が相当に複雑なので，今回は“会帮你”と“能帮你”のようなケースにつ
いてのみ考えていきたい。
　ここでは“会”と“能”の現れる構文には下記のような特徴がある。
　「ＮＰ（動作主）＋　会/能　＋　ＶＰ（動作主のコントールできる行為）」
⑴小王喜欢交往，会来参加晚会的。

　（王さんは人とつきあうことが好きなので，夜のパーティに参加するだろう。）
⑵小王有时间，能来参加晚会。

　（王さんは時間があるので，夜のパーティに参加できる。）
⑶我姐姐就是有钱，也不会买车。

　（姉はお金があっても，車を買わないと思う。）
⑷我姐姐没有钱，不能买车。

　（姉はお金がなくて，車が買えない。）
　例⑴～⑷はいずれもＮＰは動作主であり，ＶＰは動作主のコントールできる行為
である。具体的にいえば，⑴⑵では“小王”は“来”という動作をコントロールで
き，⑶⑷では“我姐姐”は“买”という動作をコントロールできる。
　上記の場合，“会”も“能”も話し手がＶＰが実現できることを確信していると
いうことを表す。しかし，⑴と⑵，⑶と⑷の文脈の相違により，“能”と“会”は
互換できない。なぜなら，話し手がＶＰが実現できることを確信している根拠が異
なるからである。“会”を用いる場合，話し手の根拠は動作主の能動的決定にあり，
“能”を用いる場合，話し手の根拠は動作主に備わっている条件にある。⑴では話
し手は“小王”が能動的に“来参加晚会”と決めることを確信しているに対し，⑵
では話し手は“小王”に“来参加晚会”の条件が備わっていることを確信している。
⑶と⑷も同様に説明できる。
　上記のような“会”と“能”の区別を踏まえると，タイトルの“会帮你”と“能

帮你”の違いも分かってくる。
⑸你放心吧，他会帮你。（安心してください。彼はあなたを助けてくれるよ。）
⑹你放心吧，他能帮你。（安心してください。彼はあなたを助けられるよ。）
　“他会帮你”では彼が能動的にあなたを助けることを決めると話し手が確信して
おり，“他能帮你”では彼にあなたを助ける条件（能力，願望等）が備わっている

紛らわしい文法表現

001_016_中国語の環_1C_213K.indd   10001_016_中国語の環_1C_213K.indd   10 11.11.28   11:52:28 AM11.11.28   11:52:28 AM



第89号　中国語の環 11

と話し手が確信している。
　このような“会帮你”と“能帮你”の違いをより深く理解するために，小説にお
ける使用例を見てみよう。
⑺“咱们干吗不问问她呢？”燕宁沉思般地说，“或许我们能帮助她。”
　 （「私たち，どうして彼女に聞いてみないのよ？」燕寧が考えこみながら言った｡「も
しか，助けてあげられるかも」）
⑻“大伙儿会帮忙的，这庄上的人情特好。”拾来安慰她。

　（「みんなが助けてくれるよ。村の人は格別情が深いから」拾来が彼女を慰めた。）
　例⑺では“我们”には“帮助她”の願望が強くあり，話し手は“帮助她”の能力
があるかどうかについて話している。一方，例⑻では話し手はこの村の人が格別情
が深いと知っており，“大伙儿”が能動的に“帮忙”と決めることを確信している。
　“会”と“能”は異なった側面からＶＰが実現できると話し手が確信しているこ
とを示すので，下記の言い方は決して重複した表現ではない。
⑼我觉得他能帮助你，他也会帮助你。

　（彼はあなたを助けることができるし，助けてあげるだろうと思います。）
　また“会”と“能”の区別から下記の文に“会”を用いることができない理由も
分かってくるだろう。
⑽你能不能（*会不会）帮我一个忙？（ちょっと助けてくれませんか。）
　相手に何か頼む時に礼儀を持って接する必要があるので，条件を聞いて否定され
る余地を残しておき，相手の能動的決定を聞くことを避けるべきである。しかし，
本当に能動的決定ができるかどうかを追及するときは“会”を使うべきである。
⑾你直说吧，你到底会不会帮我？
　（いったい助けてくれるかどうか，はっきり言いなさい。）
　さらに，“会”が動作主の能動的決定を表すことによって，動作主が第一人称で
ある場合は話し手と動作主が重なり，自分で自分の能動的決定を表明することにな
る。このような場合，「誓い」という意味合いが生まれる。
⑿我走到哪儿都不会忘了你。

　（私はどこに行ってもあなたを忘れないよ。）
　最後に，“会”も“能”も用いることができる特殊な例を説明しよう。
　「ＮＰ（動作主）＋会/能＋ＶＰ（動作主のコントールできる行為）」という構文
において，ＶＰが願望の意味を表す動詞であれば，“会”と“能”の違いがほぼ消え，
言い換えることができる。
⒀没有人能（○会）爱你这种性格的人。

　（あなたのような性格の人は愛されることがない。）
⒁放心吧，大家都会（○能）领情。

　（安心してください。みんなに感謝されるでしょう。）
　つまり，人を愛したり感謝したりすることについては，動作主の能動的な意思以
外に条件が不要なのである。
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どこがおかしい？なぜおかしい？
　　──「日文中訳添削講座」から（15）

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

（60）わたしは先生にお願いして推薦状を書いていただいた。
　依頼を表す動詞を用いて兼語式の文を作ります。「先生にお願いする」は“委托

老师”、“请（求）老师”、“让老师”のいずれかで翻訳できます。また，「書いていた
だく」は“给我写”か“为我写”を用います。
　添削していて気づいたのは“了”の位置です。次の２つの文を読んで“了”の位
置が正しいかどうかをご判断ください。
Ａ　我委托了老师给我写推荐信。

Ｂ　我委托老师给我写一封推荐信了。

　結論から言うと，両方とも“了”の位置は間違いです。Ａ文は“委托老师”と“写

推荐信”の２つの動詞フレーズを用いた連動文だと理解できますが，連動文の完了
形を表す場合は，“了”を後ろの動詞の後，或いは文末に置かなければなりません。
またＢ文は“一封”という数量詞があるので，“了”は動詞の後に置かなければな
りません。
　≪参考訳文≫　我委托／拜托老师给我写推荐信了。

　　　　　　　　我请老师为我写了一封推荐信。

　　　　　　　　我让老师写推荐信了。

（61）そんなことをしたら人に笑われますよ。
　“被”“让”“叫”のいずれかを使って受け身の表現を作ります。
　気付いたことが３つあります。まず「笑われる」の中訳についてですが，皆さん
の答案には様々な訳語が見られました。この文の場合，“嘲笑”“耻笑”“笑话”“取

笑”のいずれかでよいと思います。“见笑”は意味的には同じですが，謙譲語です
ので，他人のことを表現する場合に用いると違和感があります。他に“可笑”は「笑
うべきだ」，“开玩笑”は「冗談をいう」という意味になりますので用いてはなりま
せん。最後に“笑掉大牙”という私も思わず笑い出してしまった訳語を見かけまし
た。「歯を落とすほど笑い転げる」の意味から「ひどく嘲笑する」として口語で用
いる俗語です。添削はしませんでしたが，ちょっとおおげさな感じがします。
　２つ目に，参考訳文を読めば分かると思いますが，“会……的”または“要……的”
という表現を用いる必要があります。これは「恐らく……になるだろう」という意
味を表す文型で，この問題のように「笑われますよ」という発生が予想される動作
を強調するのにぴったりです。
　３つ目は“令人嘲笑”とか“使人笑话”といった訳語が見られましたが，“令”
と“使”は使役の表現にしか用いられませんので，不正解です。

翻訳添削
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第89号　中国語の環 13

　≪参考訳文≫　做那种事，会被人笑话的。

　　　　　　　　干那样的事儿，要让人家耻笑的。

　　　　　　　　那样做，会叫别人嘲笑的。

（62）外は雨が降ったりやんだりしている。
　“有时……有时……”か“一会儿……一会儿……”を用いて並列関係を表す文を
作ります。
　この問題は簡単そうに見えますが，中訳の難しさを中国人の私が改めて感じてい
ます。というのは，まず「雨が降っている」は普通“下雨了”になりますが，「雨
がやんでいる」は“停雨了”ではなく“雨停了”と表現しなければなりません。と
いうわけで「雨が降ったりやんだりしている」を中訳すると，理屈の上では“有时

下雨有时雨停”になるはずですが，しかし“下雨”と“雨停”の２つのフレーズは，
動詞と目的語の語順が異なるので一緒に用いると語呂がよくありません。そこで，
中国人は一般的に参考訳文のように“雨”を主語にして，動詞の“下”と“停”を
述語動詞として並列して表します。
　また“外边的雨又下又停”という答えを添削しました。その理由は，「……した
り……したりする」という表現を翻訳する場合，例えば「踊ったり歌ったりする」
であれば“又跳又唱”のように“又……又……”を用いて訳すことが可能ですが，
これは２つの動作が「並行して行われる」意味になります。しかし本問の場合は，
参考訳文のように「動作の継起」を意味する“有时……有时……”か“一会儿……
一会儿……”を用いて表現したほうがよいでしょう。
　≪参考訳文≫　外边的雨有时下有时停／时下时停。

　　　　　　　　外边的雨一会儿下一会儿停。

（63）気に入らないのなら，無理に買うことはないよ。
　“要是……的话，就……”（もし……ならば，その場合は……）などを用いて仮定
関係を表す複文を作ります。
　文の後半に問題点が集中しています。まず，「無理に買う」を“勉强买”“硬买”“强

买”のように直訳した訳文が非常に多くありました。文法上は特に問題ありません
ので添削はしませんでしたが，中国人からすると，この文の後半は“不要／不用买

了”“不买也可以”などと翻訳すると自然な感じがします。
　次に「無理に買うことはない」の「ない」は“没有”と直訳しては通じません。
制止を表す“不要……（了）”、“别……（了）”、“不用……（了）”のいずれかで表現し
てください。また，終助詞「よ」の訳し方もこれと関連します。“吧”を用いた訳
が多くありましたが，“不要买了”のように制止を表す文型を用いることで原文の
ニュアンスは十分に表現されますので，“吧”は用いないほうがよいでしょう。
　≪参考訳文≫　要是你不喜欢的话，就不要买了。

　　　　　　　　不满意的话，你不买也可以。 （文責：髙部千春）
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“青” から分化されてきた色彩語

日本中国語検定協会評議員・共立女子大学　李錚強

　古語には“青”で合成された連語が数多くあるが，現代語ではそれらは一体何色
になるのだろうか。結論を言うと，“青”は時には“蓝”，時には“绿”，時には“黑”
を表す多義色彩語である。
　古代人が考えた色彩語は“青，赤，黄，白，黑”という五色しかなかったようで
あるが，漢代になると，世界は“木，火，土，金，水”という“五行”から構成さ
れているという説が盛んになり，“五色”もこれに対応するようになった。例えば，
“青”が草木の色を表すことから“木”と対応し，“青草”“青松”のような熟語が
できている。しかし，その後，鮮やかな色を表すために“青”が“蓝”または“绿”
によって代わられるようになったので，現代語においては“青布”(濃い紺色布)“脸

色发青”（顔が真っ青になった）のように黒っぽい色やよくない顔色を指すものが
一般的となった。ただし，“不分青红皂白”（善悪の見境がない）のような昔からの
俗語や慣用句は現在もそのまま用いられている。
　“青”から分化された“蓝”は海や空の色を指すものとして使われていることが
多いが，“蓝”で合成された新語もこの特徴を表している。“蓝色农业”は水産養殖，
“蓝色牧场”は養殖用の漁場を指す。“蓝天工程”は大気汚染を無くし，都市の市民
が新鮮な空気が吸えるようにするプロジェクトである。
　ここ10数年来，“绿色”を修飾語とした連語も生産性が高い。“绿色食品”（自然
食品）“绿色标志”（エコマーク）“绿色通道”（緊急専用道路）“绿色奥运”（エコロ
ジーオリンピック）など“绿色”で合成された新しい語をよく目にする。これは中
国古来の文化よりも，平和と安全のシンボルであるグリーンという西洋の概念を取
り入れたものだと思われる。
　この類の新語はつい最近も見かけた。福島原発の事故後，大連の近郊で建設中の
東北部初の原子力発電所は“绿色核电，照亮世界”（クリーン原発が世界を照らす）
という安全性をアピールする標語を原発建設現場の近くに並べるようになった。ま
た，《人民日報》で“绿领”（グリーンカラー）という新語を目にした。この“领”
が“领子”（襟）の意味で，改革・開放の直後に英語から“白领”（ホワイトカラー）
“蓝领”（ブルーカラー）と意訳された語が生まれたことはご存じの通りである。そ
の後，富裕層が急増するとともに，この職種を表す“～领”をもじって大金持ちを
いう“金领”が新語として生まれた。最近誕生した“绿领”も環境関連の事業で働
いている人や自然環境保護を大切する人を指す派生語である。
　襟はどんな色でも構わないが，帽子の話になると，中国人の男性は絶対に緑色の
帽子をかぶらない。というのは“戴绿帽子”（緑色の帽子をかぶる）が妻に愛人が
いることを意味するからである。

新しいことばと古いことば
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第89号　中国語の環 15

読者の広場

中国語検定試験の長文問題に関する所感

杉村　安幾子

　中国語検定試験に関しましては，各級とも毎回本当によく練られた良い問題が出
題されていると感心しております。出題委員の方々のご苦労が偲ばれます。
　私の勤務先である金沢大学の学生は，２級受験者の多くが中国留学経験者です。
彼らは２級を受験すると，無論合格する学生もいますが，不合格になる学生も複数
おります。不合格の学生達はリスニングは高得点ですが（「とても簡単だった」と
声を揃えます），筆記で点数が取れないのです。彼らは一年ほどの留学を経て，コ
ミュニケーションの力は飛躍的に伸ばして帰国致しますが，ある程度内容のある長
文の中国語の文章を読んだり，或いはそうした長文を中国語で書くという訓練が，
絶対的に不足しているようです。聞いたり話したりというコミュニケーションの力
も重要であることは，言を俟ちませんが，読み，書くという力のない学習者には，
すぐに進歩の限界が訪れてしまうことも，また事実です。金沢大学における中級・
上級クラスの授業のあり方についても，再考の必要があると感じました。
　本年６月の第74回の試験も，長文問題の内容には大変感心させられました。例え
ば２級のユーモアに関する長文は，国や世代に関わりなく，人付き合いの中で必要
な気遣いや心配りの重要性を説いたもので，なるほどと思いましたし，同じく２級
の衣食住と数字に関する長文は，中国文化の奥行きを改めて感じさせられる内容で
した。また，準１級の長文の，行動を開始する際の勇気についての内容は，人生全
般に関わるものであり，読んでいて深い含蓄を感じ取ることができました。どれも
素晴らしい内容でした。
　今後も，中国語能力の向上のためには，長文を読む訓練を避けては通れないこと，
そして中国の社会や文化についても学ぶ必要があることを，受験者に気付かせるよ
うな，知的好奇心を掻き立てる長文問題を期待致します。更には人生哲学について
も中国語学習者に思索を促すような，長文問題をも期待させて頂きたいと思います。

中検フォーラム会員の集い開催報告
　10月９日中検フォーラム会員の集いが，本会名
誉理事、中国大使館教育処、北京会場関係者など
の来賓を含めた128名が出席し，学士会館で開か
れました。
　第１部は「中検30年の回顧と今後の展望」と題
し上野惠司理事長が基調講演を行い，60名の受験
者から始めた検定試験が昨年度は年間６万人の学
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習者に利用されるまでになったこと，より公平で確かな試験にするため準１級以下
にも２次試験の導入を検討したいことなど，過去から未来までを語りました。
　第２部は「中国語教育と中検の利用」と題し各方面のパネリストを招き，コメン
テーターを交えて意見交換を行いました。

教科書の本文に中国の価
値観が見て取れる…
荒川清秀先生
（愛知大学）

フロアーから

準４級の単
語ぐらいは
具体的に示
して欲しい
…
郭海燕先生
（日本大学）

高校中国語と大学中国語の
連携を訴える

藤井達也先生
（伊奈学園総合高校）

評価は学生と教師を変える…
胡興智先生
（日中学院）

「親の心子知らず」
外部試験を導入している金
沢大学の現状を語る

杉村安幾子先生
（金沢大学）

学生のアンケートから大学
生が中検をどのように見て
利用しているかを語る

呉志剛先生
（中央大学・非）

この会で中国語指導要
領の作成を呼びかける
内田慶市先生（コメン
テーター・関西大学）

長文問題の話は中国か日本
か出題する側から問題提起
する
張勤先生（コメンテーター・
中京大学）

当日は大勢の会員が参加され活発な
質疑がなされました。
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