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２音節語の声調の組み合わせ（２）

『中国語の環』編集室

　中検４級および３級の試験において，これまでに声調の組み合わせを問う問題と
して出題された単語の一部を整理してみました。今回は動詞を中心に選んでありま
す。いずれも基本的な語彙ばかりです。繰り返し音読して２音節語の声調の組み合
わせを身に付けましょう。意味は各自辞書を引いて調べてください。
〈軽声について〉　軽声になる音節の前にはchuãng･huのように・印を付けてある。
mŒ･qïnのように・印の後の音節に声調が付いているものは，その音節が場合によ
って軽声にも非軽声にも発音されることを示しています。

いくつできましたか？
 以下はおよその目安です。

80％以上 60%以上 40%以上

３級レベル ４級レベル 準４級レベル

過去問に学ぶ

1　第１声＋第１声
　□参观　cãnguãn

　□出差　chÆchãi

　□发烧　fãshão

　□干杯　gãnbëi

　□关心　guãnxïn

　□加班　jiãbãn

　□开车　kãichë

　□听说　tïngshuõ

　□增加　zëngjiã

2　第１声＋第２声
　□安排　ãnpái

　□帮忙　bãngmáng

　□欢迎　huãnyíng

　□坚持　jiãnchí

　□交流　jiãoliú

　□开门　kãimén

　□要求　yãoqiú

　□支持　zhïchí

3　第１声＋第３声
　□发展　fãzhän

　□交往　jiãowäng

　□开始　kãishœ

　□缺少　quëshäo

　□修理　xiÆlœ

　□邀请　yãoqœng

4　第１声＋第４声
　□帮助　bãngzhù

　□发现　fãxiàn

　□关照　guãnzhào

　□拍照　pãizhào

　□批判　pïpàn

　□生气　shëngqì

　□说话　shuõhuà

　□希望　xïwàng

　□相信　xiãngxìn

　□消费　xiãofèi

　□需要　xÆyào

　□招待　zhãodài

5　第１声＋軽声
　□答应　dã･ying

　□商量　shãng･liang

　□收拾　shõu･shi

　□休息　xiÆ･xi

　□知道　zhï･dào

6　第２声＋第１声
　□读书　dúshÆ

　□滑冰　huábïng

　□结婚　jiéhÆn

　□离开　líkãi

　□研究　yánjiÆ

7　第２声＋第２声
　□回答　huídá

　□留学　liúxué

　□流行　liúxíng

　□团结　tuánjié

　□学习　xuéxí
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8　第２声＋第３声
　□滑雪　huáxuå

　□游览　yóulän

　□游泳　yóuyöng

9　第２声＋第４声
　□承认　chéngrèn

　□从事　cóngshì

　□服务　fúwù

　□合作　hézuò

　□结束　jiéshù

　□决定　juédìng

　□联系　liánxì

　□留念　liúniàn

　□同意　tóngyì

10　第２声＋軽声
　□觉得　jué･de

　□咳嗽　ké･sou

11　第３声＋第１声
　□打工　dägõng

　□广播　guängbõ

　□主张　zhŒzhãng

12　第３声＋第２声
　□保存　bäocún

　□点名　diänmíng

　□解决　jiåjué

　□举行　jŒxíng

　□旅行　l xíng

　□旅游　l yóu

　□起床　qœchuáng

　□取得　qŒdé

13　第３声＋第３声
　□表演　biäoyän

　□处理　chŒlœ

　□打扫　däsäo

　□减少　jiänshäo

　□理解　lœjiå

　□了解　liäojiå

　□洗澡　xœzäo

　□影响　yœngxiäng

　□展览　zhänlän

14　第３声＋第４声
　□把握　bäwò

　□比较　bœjiào

　□打字　däzì

　□反对　fänduì

　□反复　fänfù

　□访问　fängwèn

　□改变　gäibiàn

　□感谢　gänxiè

　□鼓励　gŒlì

　□讲话　jiänghuà

　□考虑　käol‚

　□理发　lœfà

　□跑步　päobù

　□请客　qœngkè

　□讨论　täolùn

　□想念　xiängniàn

　□演奏　yänzòu

　□长大　zhängdà

　□掌握　zhängwò

　□准备　zhŒnbèi

　□走路　zöulù

15　第３声＋軽声
　□喜欢　xœ･huan

16　第４声＋第１声
　□爱惜　àixï

　□放心　fàngxïn

　□录音　lùyïn

　□上班　shàngbãn

　□退休　tuìxiÆ

　□下班　xiàbãn

17　第４声＋第２声
　□调查　diàochá

　□放学　fàngxué

　□复习　fùxí

　□告辞　gàocí

　□换钱　huànqián

　□认为　rènwéi

　□入学　rùxué

　□上学　shàngxué

　□赞成　zànchéng

18　第４声＋第３声
　□拜访　bàifäng

　□进口　jìnköu

　□跳舞　tiàowŒ

　□阅览　yuèlän

19　第４声＋第４声
　□爱好　àihào

　□爱护　àihù

　□报告　bàogào

　□毕业　bìyè

　□锻炼　duànliàn

　□放假　fàngjià

　□贡献　gòngxiàn

　□继续　jìxù

　□见面　jiànmiàn

　□建设　jiànshè

　□介绍　jièshào

　□看病　kànbìng

　□利用　lìyòng

　□录像　lùxiàng

　□命令　mìnglìng

　□散步　sànbù

　□上课　shàngkè

　□睡觉　shuìjiào

　□下课　xiàkè

　□照相　zhàoxiàng

　□住院　zhùyuàn

　□注意　zhùyì

　□祝贺　zhùhè

20　第４声＋軽声
　□告诉　gào･su

　□认识　rèn･shi
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２音節語の声調の組み合わせ（１）

『中国語の環』編集室

　中検４級および３級の試験において，これまでに声調の組み合わせを問う問題と
して出題された単語の一部を整理してみました。今回は名詞を中心に選んでありま
す。いずれも基本的な語彙ばかりです。繰り返し音読して２音節語の声調の組み合
わせを身に付けましょう。意味は各自辞書を引いて調べてください。
〈軽声について〉　軽声になる音節の前にはchuãng･huのように・印を付けてある。
mŒ･qïnのように・印の後の音節に声調が付いているものは，その音節が場合によ
って軽声にも非軽声にも発音されることを示しています。

いくつできましたか？
 以下はおよその目安です。

120語以上 90語以上 60語以上

３級レベル ４級レベル 準４級レベル

過去問に学ぶ

1　第１声＋第１声
　□冰箱　bïngxiãng

　□餐厅　cãntïng

　□春天　chÆntiãn

　□飞机　fëijï

　□公司　gõngsï

　□工资　gõngzï

　□咖啡　kãfëi

　□星期　xïngqï

2　第１声＋第２声
　□刚才　gãngcái

　□公园　gõngyuán

　□家庭　jiãtíng

　□今年　jïnnián

　□生活　shënghuó

　□新闻　xïnwén

　□中文　Zhõngwén

3　第１声＋第３声
　□风景　fëngjœng

　□歌手　gëshöu

　□黑板　hëibän

　□机场　jïchäng

　□铅笔　qiãnbœ

　□身体　shëntœ

　□思想　sïxiäng

　□中午　zhõngwŒ

4　第１声＋第４声
　□车票　chëpiào

　□方向　fãngxiàng

　□工作　gõngzuò

　□鸡蛋　jïdàn

　□空气　kõngqì

　□商店　shãngdiàn

　□天气　tiãnqì

5　第１声＋軽声
　□窗户　chuãng･hu

　□东西　dõng･xi

　□哥哥　gë･ge

　□关系　guãn･xì

　□机会　jï･huì

　□生日　shëng･rì
　□桌子　zhuõ･zi

6　第２声＋第１声
　□房间　fángjiãn

　□国家　guójiã

　□毛巾　máojïn

　□明星　míngxïng

　□南方　nánfãng

　□农村　nóngcÆn

　□皮包　píbão

7　第２声＋第２声
　□长城　Chángchéng

　□厨房　chúfáng

　□德国　Déguó

　□篮球　lánqiú

　□名牌　míngpái

　□同学　tóngxué
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　□银行　yínháng

　□邮局　yóujú

8　第２声＋第３声
　□传统　chuántöng

　□词典　cídiän

　□结果　jiéguö

　□牛奶　niúnäi

　□啤酒　píjiŒ

　□苹果　píngguö

　□人口　rénköu

9　第２声＋第４声
　□茶叶　cháyè

　□成绩　chéngjì

　□城市　chéngshì

　□国际　guójì

　□节目　jiémù

　□名片　míngpiàn

　□年末　niánmò

10　第２声＋軽声
　□孩子　hái･zi

　□馒头　mán･tou

　□棉花　mián･hua

　□名字　míng･zi

　□朋友　péng･you

　□脾气　pí･qi

　□头发　tóu･fa
　□学生　xué･sheng

11　第３声＋第１声
　□北京　Båijïng

　□果汁　guözhï

　□海关　häiguãn

　□火车　huöchë

　□剪刀　jiändão

　□老师　läoshï

　□手机　shöujï

12　第３声＋第２声
　□导游　däoyóu

　□法国　Fäguó

　□礼堂　lœtáng

　□理由　lœyóu

　□水平　shuœpíng

　□演员　yänyuán

　□祖国　zŒguó

13　第３声＋第３声
　□感想　gänxiäng

　□老板　läobän

　□礼品　lœpœn

　□理想　lœxiäng

　□领导　lœngdäo

　□手表　shöubiäo

　□水果　shuœguö

　□雨伞　yŒsän

14　第３声＋第４声
　□比赛　bœsài

　□感冒　gänmào

　□考试　käoshì

　□礼物　lœwù

　□脸色　liänsè

　□领带　lœngdài

　□米饭　mœfàn

15　第３声＋軽声
　□点心　diän･xin

　□耳朵　år･duo

　□饺子　jiäo･zi

　□姐姐　jiå･jie
　□口袋　köu･dai

　□母亲　mŒ･qïn

　□晚上　wän･shang

　□小姐　xiäo･jiå
　□眼睛　yän･jing

16　第４声＋第１声
　□大哥　dàgë

　□蛋糕　dàngão

　□电梯　diàntï

　□故乡　gùxiãng

　□冠军　guànjÆn

　□客厅　kètïng

　□面包　miànbão

17　第４声＋第２声
　□棒球　bàngqiú

　□大学　dàxué

　□地图　dìtú

　□后年　hòunián

　□季节　jìjié

　□课文　kèwén

　□面条　miàntiáo

18　第４声＋第３声
　□办法　bànfä

　□报纸　bàozhœ

　□电脑　diànnäo

　□父母　fùmŒ

　□汉语　HànyŒ

　□课本　kèbån

　□历史　lìshœ

　□下午　xiàwŒ

19　第４声＋第４声
　□变化　biànhuà

　□错误　cuòwù

　□电视　diànshì

　□动作　dòngzuò

　□对象　duìxiàng

　□饭店　fàndiàn

　□会议　huìyì

20　第４声＋軽声
　□爸爸　bà･ba

　□豆腐　dòu･fu
　□护士　hù･shi

　□价钱　jià･qián

　□困难　kùn･nan

　□事情　shì･qing

　□岁数　suì･shu

　□态度　tài･du

　□钥匙　yào･shi
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