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この本の使い方

各節の構成

まずは「基本のおさらい」で、中国語の構文の基本を復習しましょう。そのあと
第１章～第４章では、初級ではなかなか理解しきれない事項を選び、1節ごとに
じっくり練習していきます。

ウォーミングアップとして、穴埋
め問題、語句の並べ替え作文など
に取り組みます。

日文中訳の問題に挑戦します。訳
しづらい語句などは右側に示して
あるので、ヒントにしてください。

基本文型、おさえるべきポイント
を確認します。

ポイント解説

構文のパターンや細かいルールを
確認します。間違えたところは、
解説をよく読んでください。

本文中のわからない語句を調べる
のに役立ててください。

語句リスト

各節の内容にあわせ、プラスアル
ファの用法・用例を紹介します。
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 1	 助詞“了”
助詞 “了” とは？
“了”は動詞の後ろに置く場合と文末に置く場合があります。動詞の後ろに置く場合は、
動作の発生や完了を表します。

我买了一本书。	（私は1冊の本を買った。）
Wǒ mǎile yì běn shū.

下了课去打工。	（授業が終わったらアルバイトに行く。）
Xiàle kè qù dǎgōng.

文末に置く場合は、出来事の発生や状態の変化を表します。

下雪了 !	 （雪が降ってきた！）
Xià xuě le !

脸红了。	 （顔が赤くなった。）
Liǎn hóng le.

“了” を使用しない場合
特に動作の発生や完了、状態の変化を言いたいわけではない場合、“了” をつける必
要はない。したがって、以下のような場合は通常 “了” を用いない。

◉◉動作の発生・完了や状態の変化に対する否定を表す場合
他没来。（彼は来なかった。／来ていない。）

◉◉過去の動作や行為でも、くり返し行われて一種の「常態」になっていた場合
那时候我常来这儿。（あのときよくここに来た。）

◉◉過去における一時期の状態、心理活動や気持ちを表す場合
上星期天气很好。（先週は天気がよかった。）
小时候我很喜欢吃糖。（小さいころ私はアメをなめるのが大好きだった。）

◉◉「話した」あるいは「考えた」具体的な内容を引用する場合
他说一定去。（彼は必ず行くと言った。）

◉◉過去の動作行為が修飾語になる場合
去中国的时候……（中国に行ったとき……）

過去のことにすべて “了” を使ってしまう間違いが多いので、“了” を使用する／し
ない条件に注意しながら問題を解いていきましょう。

日本語を参考にして必要だと判断した場合、空欄に “了” を
入れましょう。

1	周末跟朋友一起去看电影（　　）。
Zhōumò gēn péngyou yìqǐ qù kàn diànyǐng ( ). 

週末私は友達と一緒に映画を見に行った。

2	他今年十八岁（　　）。
Tā jīnnián shíbā suì ( ).

彼は今年18歳になった。

3	昨天很热（　　），今天凉快（　　）。
Zuótiān hěn rè ( ), jīntiān liángkuai ( ).

昨日は暑かったが、今日は涼しくなった。

4	以前我常常在这个图书馆看书（　　）。
Yǐqián wǒ chángcháng zài zhège túshūguǎn kàn shū ( ).

以前、私はよくこの図書館で本を読んでいた。

5	等（　　）半个小时，结果他没来（　　）。
Děng ( ) bàn ge xiǎoshí, jiéguǒ tā méi lái ( ).

30分も待っていたのに、彼は結局来なかった。

6	要做的事情太多，旅行不去（　　）。
Yào zuò de shìqing tài duō, lǚxíng bú qù ( ).

やらなければならないことが多すぎて、旅行は行かないことにした。

7	上大学的时候，我很想（　　）去留学（　　）。
Shàng dàxué de shíhou, wǒ hěn xiǎng ( ) qù liúxué ( ).

大学のとき、とても留学に行きたかった。

8	明天这个时候已经到上海（　　）。
Míngtiān zhège shíhou yǐjīng dào Shànghǎi ( ).

明日の今ごろはすでに上海に着いている。

練習１
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1	 明日また週末になる。

2	 ご飯を食べたら散歩に行こう。

3	 昨日インターネットで2枚のTシャツを買った。

4	 彼はすでに10時間寝ている。

5	 君どうやって来たの？―タクシーで来た。

6	 教室に入ったとき、みなは静かに勉強していた。

7	 地震のとき彼女はちょうど家にいた。

8	 彼女は週末にピクニックに行くことを提案した。

9	 もう食べない。これ以上食べると気持ちが悪くなるから。

⓾	 もうすぐ夏休みになる。

練習１ 解答例と解説

1	周末跟朋友一起去看电影	（	了	）。
過去のある時点に何かが発生したということを伝える場合、“了” が必要。目的語が数
量を表す語句などを伴う場合には、“看了一个电影” “吃了很多水果” のように “了” は
動詞の直後に置く。

2	他今年十八岁（	了	）。
「～になった」という変化を表すので “了” をつける。名詞述語文の文末に “了” をつ
ける形になる。

3	昨天很热（　　），今天凉快（	了	）。
前半は過去のことでもその時点に変化がないので “了” は不要。後半は「～になった」
という変化を表すので “了” が必要。

4	以前我常常在这个图书馆看书（　　）。
“常常” “有时候” “总是” “每天” など頻度を表す語句を用いて、ある行為をそのときの
常態としてとらえる場合、“了” は不要。

5	等（	了	）半个小时，结果他没来（　　）。
前半は動作 “等” の発生を表すので “了” が必要。発生後の持続時間は “了” の後ろに
置く。後半は、動作 “来” の発生を否定するので動詞の前に “没” を使って “了” は用
いない。「来なかった」と言いたいのに、“不来了” と言ってしまうような誤りが多い
ので要注意。

6	要做的事情太多，旅行不去（	了	）。
あることを中止することを伝える場合 “不…了” を用いてその変化を表す。「…しない
ことになる」ということ。

7	上大学的时候，我很想（　　）去留学（　　）。
一時期の気持ちを表し、変化を言っているわけではないので “了” は使わない。気持
ちの変化を表す場合は “了” が必要になる。

开始不想去，后来想去了。Kāishǐ bù xiǎng qù, hòulái xiǎng qù le.
（最初は行きたくなかったが、後になって行きたくなった。）

8	明天这个时候已经到上海（	了	）。
「上海に着くことになる」ということ。これからのことについても、出来事の発生や
状態の変化を表す場合には、“了” が必要。

参考

右の語句をヒントに、日本語を中国語に訳しましょう。ただ
し “了” を使うとは限りません。

練習２

到周末
dào zhōumò

散步
sànbù

网上
wǎngshang

Ｔ恤衫
T xùshān

出租车
chūzūchē

安静地
ānjìng de

地震
dìzhèn

正好
zhènghǎo

建议
jiànyì

郊游
jiāoyóu

再～就…
zài~jiù…

难受
nánshòu

放暑假
fàng shǔjià
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解答例と解説練習２

1	明天又到周末了。
Míngtiān yòu dào zhōumò le.

「～になる」という変化を表すので “了” を使う。また、周期的に起こることを表す場
合、繰り返しを表す副詞は “再” ではなく “又” を使う。

2	吃了饭去散步吧。
Chīle fàn qù sànbù ba.

「Aし終わったらBする」という場合、動詞Aのあとに完了を表す “了” を置くか、ま
たは “吃完饭去散步吧。” のように結果補語の “完” を用いる。“吃完了饭去散步吧。”
のように “完” と “了” を同時に使ってもよい。

3	昨天在网上买了两件Ｔ恤衫。
Zuótiān zài wǎngshang mǎile liǎng jiàn T xùshān.

過去のある時点に何かが発生したということを表すので “了” が必要。目的語が数量
詞を伴う場合、“了” は動詞のあと（目的語の前）に置く。

4	他已经睡了十个小时了。
Tā yǐjīng shuìle shí ge xiǎoshí le.

ある動作が今の時点（発話の時点）までどれくらい続いているかを表す場合、ふつう
2つの “了” をそれぞれ動詞の直後（動作の発生を表す）と文末に（「～ということに
なった」という語気を表す）置く。動詞のあとの “了” は略してもよい。

我学了两年汉语了。（私は中国語を2年間勉強している。）

5	你是怎么来的?	―（是）	坐出租车来的。
Nǐ shì zěnme lái de? ― (Shì) zuò chūzūchē lái de.

すでに行われたことについて「いつ」「どこで」「どのように」などを尋ね、またそれ
に答える場合、“了” を使わず “是…的” の文を用いる（→p.11）。

6	进教室的时候大家正在安静地学习。
Jìn jiàoshì de shíhou dàjiā zhèngzài ānjìng de xuéxí.

過去の動作が修飾語になる場合や、過去に進行していた行動や持続していた状態を表
す場合、“了” は使わない。

7	地震的时候她正好在家	（里）。
Dìzhèn de shíhou tā zhènghǎo zài jiā (li).

参考

過去のことでもそのときの状態（存在）を表し、発生・完了や変化に無関係な場合は“了”
は用いない。

8	她建议周末去郊游。
Tā jiànyì zhōumò qù jiāoyóu.

提案した内容を引用するので “了” は使わない。
老板要求今天全部做完。Lǎobǎn yāoqiú jīntiān quánbù zuòwán.
（上司は今日中に全部終わらせるように要求した。）

9	不吃了，再吃就难受了。
Bù chī le, zài chī jiù nánshòu le.

前半は「中止する」（食べないことにする）ということを表すので “不…了” を使う。
後半も「～になる」を表すので “了” が必要。「これ以上～すると…になる」は “再～
就…了” で表す。「気持ちが悪い」は “不舒服” でもよい。

⓾	要放暑假了。
Yào fàng shǔjià le.

変化を表すので文末に “了” を使う。“就要放暑假了” “快要放暑假了” とも言える。“马
上就要放暑假了” のように前にさらに “马上mǎshàng”（すぐ）を加えてもよい。これ
らは近未来を表すパターンとして覚えておこう。

参考

書き言葉と比べて、話し言葉では文末の “了” が圧倒的に多く使われています。たと
えば「彼女は映画を見たあと、またデパートに買い物に行った」ということを表す場
合について見てみましょう。書き言葉において場面の中の一節として描写するときは、
動詞のあとの “了”（～した）で文が成立します。
她看完电影又去百货商店买了东西。

Tā kànwán diànyǐng yòu qù bǎihuò shāngdiàn mǎile dōngxi.

しかし、同じ出来事であっても、話し言葉においては発話時の状況を1つの情報とし
て相手に伝えるため、文末の “了”（～ということになった）を使って文を完結させる
のがふつうです。
她看完电影又去百货商店买东西了。

助詞 “了” ＋α


