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合格奪取！ 新ＨＳＫ６級トレーニングブック〈リスニング問題編〉 

第１刷    正 誤 表 

2019 年９月 25 日発行の初版第１刷にて、以下の部分に誤りがありました。 

訂正し心より深くお詫び申し上げます。 

（計４ページ／2022 年６月現在） 

■第１刷での音声に関する誤りにつきまして 

CD-ROM のお取替えをご希望の方は、本書本冊 15 ページに記載のアスクユーザーサポートセンターま

でご連絡ください。無料でお取替えさせていただきます。心から深くお詫び申し上げます。 

該当ページ・修正箇所 誤   正 

第 20 天 

第三部分 （11） 

 音声ファイル 139 

 本冊 102ページ 

 別冊解答解説 209ページ 

11．山西省…… ⇒ 11．陕西省…… 

付属 CD-ROM の音声も“山西省 Shānxī shěng”と録音されております。 

ダウンロード用音源は“陕西省 Shǎ nxī shěng”に修正したものとしております。 

本サイト上のダウンロード音源、および「audiobook.jp」のダウンロード音源ともに修正しております。 

誠に恐れ入りますが、ダウンロード音声をぜひご利用ください。 

第 14 天 

単語音読トレーニング 

 音声ファイル 92、94 

 本冊 75ページ 

 別冊解答解説 30 ページ 

５つめの単語 

“侮辱”の発音が 

「wūrǔ」となっていました。 

⇒ 正しくは「wǔrǔ」です。 

第 15 天 

第二部分 

 音声ファイル 103 

 本冊 81ページ 

 別冊解答解説 172ページ 

課題文中の、女性の３つめのセリフの音声に誤りがありました。 

テキストに記載している 

 嗯，如果说有什么是和我出发前的想象大不相同的话…… 

が正しいのですが、音声では 

 嗯，如果说有什么是和我出发前的想象不大相同的话…… 

となっています。 

上記２点の音声につきまして、本サイトのダウンロード用音源は修正した音声に差し替えております

が、「audiobook.jp」のダウンロード音声ファイルは差し替え対応が終了してしまったため、差し替え

ることが不可能となり、誤ったままとなってしまっております。誠に申し訳ございません。 

誠に恐れ入りますが、本サイト上のダウンロード音源またはをご利用ください。 

★本サイトのダウンロード音声、および Apple Podcast、Spotify の配信音声を、上記に差し替えています。 
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■また、以下４箇所について、誤りではありませんが、2022 年４月の第２刷にて音声を含めて改善いたしま

した。本サイトのダウンロード音源（Apple Podcast、Spotify 含む）は、改善後の音声に差し替えてありま

す。第１刷ご購入の方もよろしければご参照ください。 

第１天 フレーズ音読ト

レーニング（10） 

［本冊 p.23、別冊 p.52］ 

周末就得撇下工作好好儿放

松。 
⇒ 

周末就得撇下工作好好儿放松放

松。 

第 19天 フレーズ音読ト

レーニング（12） 

［本冊 p.96、別冊 p.70］ 

这次参加晚宴的嘉宾年纪都

挺大，所以荤菜少为佳。 
⇒ 

这次参加晚宴的嘉宾年纪都挺大，

所以荤菜少一点儿为佳。 

第 21天 フレーズ音読ト

レーニング（９） 

［本冊 p.103、別冊 p.72］ 

煤气灶阀门漏气、关闭不严会

引发煤气灶爆炸。 
⇒ 

煤气灶阀门漏气、关闭不严会引发

煤气爆炸。 

第 20天 第三部分 

問い 13［別冊 p.210］ 

「围绕」を「wéirǎo」と読んでいますが、これは古い読み方で、現在は一

般に「wéirào」と読みます。（第２刷の音声は「wéirào」としています。） 

第 23天 第三部分 

問い 11・12［別冊 p.230］ 

「太监」を「tàijiān」と読んでいますが、一般に「tàijian」と軽声で読

みます。（第２刷の音声は軽声としています。） 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

■テキストの記載に誤りがあった箇所 

該当ページ・修正箇所 誤   正 

第３天 第一部分 （５） 

本冊 p.33／別冊 p.90 

選択肢Ｄ 

他是一位著名歌手矩 
⇒ 「矩」を削除 

第 10 天 第二部分 （６） 

本冊 p.61／別冊 p.138 

選択肢Ｄ 

学习方法和理 
⇒ 学习方法和理念 

第 18 天 第二部分 （８） 

本冊 p.93／別冊 p.194 

選択肢Ａ 

请不好好的律师 
⇒ 请不到好的律师 

第 19 天 第三部分 （15） 

本冊 p.98／別冊 p.204 

選択肢Ｄ 

即使家人没人也能老有所养寝 
⇒ 「寝」を削除 

別冊解答解説 p.55 

第４天 ﾌﾚｰｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

10 個目のフレーズ 

我嫌她卖的衣服太贵。 

の日本語訳 

「彼女が買った服～」 

⇒ 「彼女が売っている服～」 

別冊解答解説 p.56 

第５天 ﾌﾚｰｽﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

11 個目のフレーズ 

昨天的那场冰雹…… 

のピンイン 

Zuótiān de nà chǎng bīngbáo～ 

⇒ Zuótiān de nà cháng bīngbáo～ 

別冊解答解説 p.94 

第３天 15-17 

課題文 ６行目 

…因为每个人来到个这世界

上… 
⇒ …因为每个人来到这个世界上… 

別冊解答解説 p.127 

第８天 第三部分 15-17 

課題文 ５行目 

…如能将可能性调低到每年

1%… 
⇒ …如能将可能性降低到每年 1%… 
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別冊解答解説 p.224 17 

問いの文 
末尾の「？」が抜けています。“关于个人所得税，可以知道什么？” 

 

■音声とテキストのスプリクトが合っていなかった箇所 

該当ページ・変更箇所 元の記載  変更後 

別冊解答解説 p.78 

第１天 第二部分 

課題文 上から７行目 

および語注の“懵” 

…我一下子懵了，… ⇒ …我一下子蒙了，… 

“懵 měng”は「ぼんやりしている」、“蒙 mēng”は「ぼうっとする、くらくらする」で、

同じような使い方ができます。音声「mēng」に合わせて「蒙」に変更させていただきます。 

別冊解答解説 p.110 

第６天 第二部分 

課題文 下から１行目 

…即使沦落街头你也没想过回

家乡吗？ 
⇒ 

…即使沦落街头你也没有想过回家乡

吗？ 

別冊解答解説 p.122 

第８天 第一部分 3 

課題文 ４行目 

…配角的表演现也是可圈可

点，… 
⇒ …配角的表演也是可圈可点，… 

別冊解答解説 p.135 

第 10 天 第一部分１ 

課題文 ２行目 

…校园里缺少… ⇒ …学校里缺少… 

別冊解答解説 p.137 

第 10 天 第二部分 

課題文 12 行目 

…打算考研，想再要多学一点东

西… 
⇒ …打算考研，想要再多学一点东西… 

同       

課題文 17 行目 
…什么也该拼尽全力试一试… ⇒ …什么也应该拼尽全力试一试… 

別冊解答解説 p.192 

第 18 天 第二部分 

課題文 １行目 

…是想让您给渴望创业的… ⇒ …是想请您给渴望创业的… 

別冊解答解説 p.201 

第 19 天 第二部分 8 

問い８の文 

张奶奶的经济状况如何？ ⇒ 张奶奶的经济情况如何？ 

別冊解答解説 p.206 

第 20 天 第二部分 

課題文 ５行目 

…价值高达数十万元人民币… ⇒ …价值高达数十万人民币… 

別冊解答解説 p.248 23 

問いの文 
面试时她懵的原因是什么？ ⇒ 面试时她蒙的原因是什么？ 

 

■第２刷において選択肢や日本語訳などを改善した箇所 

該当ページ・改善箇所 元の記載  改善後 

第 12 天 第二部分 （６） 

本冊 p.69／別冊 p.152 

選択肢Ｄ 

每个人都有的问题 
⇒ 

每个人都有的角度 

（誰もが持つ視点） 

第 17 天 第三部分 （17） 

本冊 p.90／別冊 p.190 

選択肢Ｂ 

不再像猪了 
⇒ 

不再是猪了 

（もうブタではなくなった） 

別冊解答解説 p.80 

第１天 11 

選択肢Ａの日本語訳 

「あっという間に気を失った」 
⇒ 下車するとすぐ気を失った 

別冊解答解説 p.90 

第３天 第二部分 

課題文 １行目 

…我想您在中国、至少… ⇒ …我想您在中国至少… 
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別冊解答解説 p.201 

第 19 天 第二部分７ 

問いの文の日本語訳 

張さんはどうして老人ホーム

に入ることにしたのか 
⇒ 

張さんはどうして老人ホームにいる

のか 

別冊解答解説 p.230 15-17 

スクリプト 下から２行目 

《黛安娜，七日》 ⇒ 《戴安娜，七日》 

「ダイアナ妃」の表記は、中国では“戴安娜”、台湾では“黛安娜”となっています。 

★新たな誤記を発見次第、正誤表を更新いたします。 

 

※第２刷以降で新たに誤記が発見された場合、こちらの第１刷の正誤表への追記とあわせて、別途第２刷以降用の正誤表に記載

させていただきます。 

 

 


