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　『HSK大綱』2009 年版、2015 年版を対照し、新しく加わった語、形を変えて採用された語、
５級に格上げされた語、および除外された語をリストとしました。
　合わせて、2015 年版大綱で新たに導入された付表１～３を記載します。

■ 2015 年版大綱で新しく加わった語句　72 語
〈２級〉

饭店  fàndiàn  ▢名 ホテル、レストラン
对面那家饭店是新开的。（向かいのあのレストランは新しくできたお店だ。）

一下  yíxià  数量 ちょっと、少し
你让我想一下。（ちょっと考えさせて。）

〈３級〉

只有  zhǐyǒu  ▢接 ～してはじめて
你只有付出了爱，才会得到爱的回报。（愛を捧げてはじめて愛の報いを得ることができる。）

〈４級〉※『新 HSK ５級単語トレーニングブック』に掲載

小伙子  xiǎohuǒzi  ▢名 若い男子
小林是个很不错的小伙子。（林くんはよい男の子だ。）

作家  zuòjiā  ▢名 作家
身为作家，应该用自己的笔描绘这个时代。（作家として、自分自身の筆でもってこの時代を描

写しなければならない。）

房东  fángdōng  ▢名 大家、家主
我的房东是个足球迷。（私の大家さんはサッカーファンだ。）

国籍  guójí  ▢名 国籍
他在法国多年，已经加入了法国国籍。（彼はフランスに長年いて、すでにフランスの国籍に入った。）

胳膊  gēbo  ▢名 腕
我的右胳膊疼得抬不起来了。（私の右腕は痛くて上げられなくなった。）

皮鞋  píxié  ▢名 革靴
他的皮鞋每天都擦得亮亮的。（彼の革靴は毎日ピカピカに磨かれている。）

橡皮  xiàngpí  ▢名 消しゴム、ゴム
她十多年来收藏了一千多块橡皮。（彼女は十数年来で 1000 個以上の消しゴムを収集した。）

信封  xìnfēng  ▢名 封筒
她手很巧，可以自己制作漂亮的信封。（彼女は手先が器用で、自分で綺麗な封筒を作ることがで

きる。）

零钱  língqián  ▢名 小銭
我没有零钱，你先替我付，好吗？（私は小銭がないの、あなた私に代わってとりあえず払っても

らっていい？）

现金  xiànjīn  ▢名 現金
我们店只收现金，不能刷卡。（私たちの店では現金しか受け取れません、カード払いはできません。）

2015 年版大綱との異同について
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包子  bāozi  ▢名 （具入り）まんじゅう
我包的包子蒸好了以后老是开口。（私が作るパオズは蒸し上がるといつも口が開く。）

小吃  xiǎochī  ▢名 軽食、おかし
我每去一个地方，最喜欢逛的就是小吃一条街。（私はどこかへ行くたびに、一番ぶらぶらする

のが好きなのはＢ級グルメ屋台ストリートだ。）

烤鸭  kǎoyā  ▢名 焼きアヒル
我只吃过一次正宗的北京烤鸭。（私はただ１度だけ本場の北京ダックを食べたことがある。）

矿泉水  kuàngquánshuǐ  ▢名 ミネラルウォーター
现在很多宾馆都提供免费矿泉水。（今多くのホテルはみな無料のミネラルウォーターを提供している。）

勺子  sháozi  ▢名 （大きめの）スプーン
听说在韩国勺子和筷子放在人的右边。（韓国ではスプーンと箸は人の右側へ置くそうだ。）

餐厅  cāntīng  ▢名 レストラン
对面新开了一家餐厅，我们去那儿吧。（向かいに新しいレストランがオープンしたから、そこへ行こう。）

邮局  yóujú  ▢名 郵便局
今天下午我要去邮局寄一个包裹。（今日の午後私は郵便局へ小包を郵送しに行く。）

厕所  cèsuǒ  ▢名 便所、トイレ
这附近好像没有厕所。（この近くにはトイレはないようだ。）

卫生间  wèishēngjiān  ▢名 トイレ、バスルーム
我现在住的房子有两个卫生间。（私が今住んでいる家にはバスルームが２つある。）

客厅  kètīng  ▢名 客間、リビング
他们家的客厅很大。（彼らの家のリビングは大きい。）

地点  dìdiǎn  ▢名 地点、場所
开餐厅的时候，选地点很重要。（レストランを開く時、場所選びは重要だ。）

郊区  jiāoqū  ▢名 郊外
郊区人口外流日趋严重。（郊外の人口流出は日に日にひどくなる。）

景色  jǐngsè  ▢名 景色、風景
三十年过去了，这里的景色依然迷人。（30 年が過ぎたが、ここの景色は依然として素晴らしい。）

聚会  jùhuì  ▢名 集会、パーティ ▢動 集まる
同学聚会组织起来很难。（同窓会は計画してみると難しい。）

短信  duǎnxìn  ▢名 ショートメッセージ
我今天太忙，所以没回他的短信。（私は今日とても忙しくて、彼からのショートメッセージに返

信しなかった。）

互联网  hùliánwǎng  ▢名 インターネット
进入互联网时代以后，人们很少读书了。（インターネット時代に入ってから、人々はあまり本

を読まなくなった。）

登机牌  dēngjīpái  ▢名 搭乗券
请您出示护照和登机牌。（あなたのパスポートと搭乗券をご提示ください。）

高速公路  gāosùgōnglù  ▢名 高速道路
大巴马上就要上高速公路了。（大型バスはもうまもなく高速道路に乗る。）
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礼拜天  lǐbàitiān  ▢名 日曜日
他每个礼拜天都去做家教。（彼は毎週日曜日家庭教師をしに行く。）

学期  xuéqī  ▢名 学期
我们下个学期去实习。（私たちは来学期、実習に行く。）

错误  cuòwù  ▢名 間違い　▢形 間違っている
他说，我一生最大的错误就是没好好念书。（彼は、私の一生で最大の過ちはしっかり勉強しな

かったことだと言った。）

一些人错误地认为，只要锻炼，就可以放开吃。（一部の人々は、トレーニングさえすれば好き

なだけ食べてもいいと間違って認識している。）

方式  fāngshì  ▢名 方式、方法、様式
在批评别人的时候，温和细致的说话方式比简单粗暴的方式效果更好。（他人を批判する場

合、穏やかにきめ細かく話すほうが、大雑把に乱暴に話すよりもより効果がある。）

功夫  gōngfu  ▢名 能力、技量、時間
凡事都要下功夫，不能投机取巧。（何事にも力を尽くすべきで、機を見てうまく立ち回ってはい

けない。）

信息  xìnxī  ▢名 知らせ、情報
有些网络使用它的服务时要提供个人信息。（一部のネットワークサービスを使う時、個人情報

を提供する必要がある。）

左右  zuǒyòu  ▢方 左右、～くらい　▢動 左右する、支配する　▢名 側近
我看她大概三十岁左右。（私は彼女は 30 歳くらいだと思う。）

我们不能左右天气，但可以调整心情。（私たちは天気を左右することはできないが、気持ちはコ

ントロールできる。）

我会一直陪伴在你的左右。（私はずっとあなたのそばにいます。）

比如  bǐrú  ▢動 例える
我喜欢吃辣的，比如川菜、韩国菜。（私は辛いものが好き、例えば四川料理や韓国料理。）

存  cún  ▢動 保存する、残す、預ける・預かる、抱く
我每个月都从工资里拿出一部分存到银行里。（私は毎月の給料から一部分を引き出し銀行に預

けている。）

倒  dào  ▢動 逆さまになる、注ぐ、バックさせる　▢副 反対に、意外にも
端茶倒水是有学问的。（お茶を淹れるのは奥が深いよ。）

开车容易倒车难。（車を運転するのは簡単でも、バックさせることは難しい。）

我们都在为你着急，你倒跟没事似的。（私たちがみんなあなたのために焦っているのに、あなた

は逆に何事もないみたいね。）

放松  fàngsōng  ▢動 緩める、リラックスさせる
放松心态，享受比赛。（気持ちをリラックスさせて、試合を楽しむ。）

赶  gǎn  ▢動 追う、急ぐ、間に合わせる、出くわす、追い払う　▢介 ～になって、～に乗じて
我赶时间，晚上再给你打电话吧。（私は時間がないので、夜あなたにまた電話します。）

我出门的时候，正好赶上下大雨。（出かける時、ちょうど大雨に出くわした。）

他平时很忙，赶过年才能回老家。（彼は普段忙しく、年越しになってようやく実家に帰ることができる。）
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降落  jiàngluò  ▢動 降下する、下落する、着陸する
飞机缓缓降落在张家口机场。（飛行機はゆっくりと張家口空港へ着陸した。）

建议  jiànyì  ▢動 提案する　▢名 提案、提言
我们强力建议有关部门加强电梯的安全管理。（私たちは関係部署にエレベータの安全管理を強

化するよう強く提案する。）

我们对大家提出的建议表示感谢。（皆様が出してくださったご提案に感謝いたします。）

举  jǔ  ▢動 持ち上げる、行動する、推挙する
让我们举杯共饮，迎接新年的到来。（新年の到来を祝って、さあ乾杯しましょう。）

来自  láizì  ▢動 ～から来る
我的幸福来自亲情与友情。（私の幸せは家族愛と友情から生まれる。）

旅行  lǚxíng  ▢動 旅行する
我大学毕业以后的旅行都是自助方式的。（私の大学を卒業してからの旅行はみんな個人旅行だ。）

提  tí  ▢動 提げる、取り上げる、持ち出す、引き上げる
电脑时代，提笔忘字成为一个普遍的文化现象。（コンピューター時代、字を書こうとして字を

忘れるというのは、普遍的な文化現象となった。）

他不愿意提起过多的往事。（彼は過ぎ去った出来事をあまり多く語りたがらない。）

停  tíng  ▢動 止まる、停止する、滞在する
乱停车是一个久治不愈的城市病。（違法駐車はどんなに対策しても解消できない都市問題の１つだ。）

修理  xiūlǐ  ▢動 修理する、整える
他把胡子修理得很有型。（彼はヒゲをとても格好よく整えている。）

研究  yánjiū  ▢動 研究する、検討する
恋爱也是一门学问，值得好好研究。（恋愛も１つの学問であり、しっかり研究するに値する。）

应聘  yìngpìn  ▢動 招聘に応じる、求人に応募する
这个职位竟然有近百人来应聘。（この職務になんと 100 人近くの応募があった。）

照  zhào  ▢動 照らす、映る、撮影する　▢介 ～に向かって、～に照らして
银色的月光照在宽阔的海面上。（銀色の月光が広々とした海面を照らしている。）

我照菜谱做的，怎么味道怪怪的？（レシピに照らして作ったのに、どうしてへんな味なんだろう？）

转  zhuǎn  ▢動 変える、渡す、転送する
请帮我把这封信转交给小丽。（小麗にこの手紙を渡してください。）

　※  zhuàn  ▢動 回転する、見て回る
付款  fùkuǎn  動［離］お金を払う、決済する

我可以先付一部分款吗？（まず一部分のお金だけを支払ってもよいですか？）

迷路  mílù  動［離］道に迷う
我这个人方向感很差，经常迷路。（私という人は方向感覚が悪くて、しょっちゅう道に迷う。）

排队  páiduì  動［離］列に並ぶ、順に並べる
排队是社会文明的最直接的表现。（列に並ぶことは成熟した社会の最もストレートな表現である。）

占线  zhànxiàn  動［離］（電話が）話し中である
我打了好几次电话，但一直占线。（私は何度も電話を掛けたが、ずっと話し中だ。）
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打招呼  dǎ zhāohu  ▢フ 挨拶する、知らせる
老张来了，我去打个招呼。（張さんが来た、私ちょっと挨拶してくる。）

棒  bàng  ▢形 強い、素晴らしい　▢名 棒
我男朋友篮球打得特别棒！（私の彼氏はバスケットボールがすごく上手だ！）

我不喜欢吃棒棒糖。（私はペロペロキャンディ（棒付きの飴）が嫌いだ。）

开心  kāixīn  ▢形 うれしい、楽しい　▢動 からかう
他常常讲一些让人开心的话。（彼はしょっちゅう愉快な話をする。）

空  kōng  ▢形 空である、空虚である　▢副 むだに
冰箱里空空的，什么也没有。（冷蔵庫は空っぽで、何もない。）

女孩子不能空有其表，没有内涵。（女の子は外見だけで中身がないのはだめだ。）

　※  kòng  ▢形 空いている、使われていない
重  zhòng  ▢形 重い、濃い、深刻である　▢名 重さ、重量　▢動 重んじる

一般来说，女孩子心事比较重。（一般的に、女の子は心配事が比較的多い。）

这条鱼有 1公斤重。（この魚は重さが１kgある。）

奥林匹克重在参与，而不是取胜。（オリンピックは勝つことでなく、参加することを重んじる。）

　※  chóng  ▢動 重ねる
自信  zìxìn  ▢形 ▢動 自信がある、自負する　▢名 自信

她非常自信地说：“我会拿第一名的。”（彼女は自信満々に「私は１位を取るよ」と言った。）

我自信能在美国找到一份好工作。（私はアメリカでいい仕事を見つけられる自信がある。）

接着  jiēzhe  ▢副 引き続いて、続けて　▢動 続く
我们一起毕业，接着又一起走上社会。（私たちは一緒に卒業し、続けてまた一緒に社会に出た。）

我能接着你的话问一个问题吗？（あなたの話に続けて１つ質問してもいいですか？）

是否  shìfǒu  ▢副 ～であるかどうか
他是否留过学不重要，重要的是他是否会说汉语。（彼が留学したことがあるかどうかは重要で

はない、重要なのは彼が中国語を話せるかどうかだ。）

对于  duìyú  ▢介 ～に対して、～について
对于艺术家来说，艺术既是生命，也是生活。（芸術家にとって、芸術は命でもあり、生活その

ものでもある。）

同时  tóngshí  ▢接 それと同時に　▢名 同時
她是一名极其敬业的演员，同时也是一个特别温柔的女性。（彼女は非常に仕事熱心な俳優で

あると同時に、ことのほかやさしい素晴らしい女性だ。）

有些国家在人口减少的同时实现了经济增长。（一部の国は人口減少と同時に経済成長を実現した。）

要是  yàoshi  ▢接 もし～なら
要是你迷了路，就给我打电话。（もし道に迷ったら、私に電話ください。）

节  jié  ▢量 区切りに分けられるものを数える　▢名 節、祝祭日、記念日　▢動 節約する、要約する
张老师一个星期有九节课。（張先生は１週間に９コマの授業がある。）

我喜欢吃月饼，所以喜欢过中秋节。（私は月餅を食べるのが好きなので、中秋節を祝うのが好きだ。）

我们要节水节电。（私たちは節水節電しなければいけない。）
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毛  máo  ▢量 人民元の単位“角”　▢名 毛、カビ　▢形 粗い、そそっかしい
我的口袋里只剩下两毛钱了。（私のポケットには２角だけ残った。）

面包长毛了。不能吃。（パンにカビが生えた。食べちゃだめだ。）

看你，毛手毛脚的。（もう、そそっかしいんだから。）

秒  miǎo  ▢量 ～秒、～秒間
你把眼睛闭上，二十秒以后再睁开。（目を閉じて、20 秒後に開けてください。）

■ 2009 年版大綱と形を変えて採用された語句　10 語
黄／河→ 黄河  Huánghé  ▢名 黄河
做生意→ 生意  shēngyi*  ▢名 商売、ビジネス
说话　→ 说  shuō  ▢動 話す、言う
男人　→ 男  nán  ▢形 男の
女人　→ 女  nǚ  ▢形 女の
刚刚　→ 刚  gāng  ▢副 ～したばかり、ちょうど

没　→ 没有   méiyǒu*  ▢副 ～いない／ない、 
～ し な か っ た ／ し て い な い、 
～ほど～でない

点　→ 一点儿  yìdiǎnr  数量 少し、ちょっと
分之→ 百分之  bǎifēnzhī  ○パーセント
兴趣→ 感兴趣  gǎn xìngqù  ▢フ 興味を持つ

■５級に格上げされた語　54 語（（　）内は本書掲載番号）

血（87） 鼓掌（438） 圆（723） 农村（874） 风景（976）

成熟（122） 整齐（454） 软（740） 墙（882） 亮（980）

主动（125） 表达（492） 硬（741） 当地（885） 暗（981）

精神（141） 亿（561） 高级（747） 吵（910） 代表（1000）

流泪（177） 人民币（595） 限制（780） 干燥（911） 制造（1064）

信任（213） 朵（624） 包括（790） 湿润（912） 组织（1076）

工具（250） 顿（629） 反映（791） 宽（915） 代替（1086）

撞（377） 群（630） 扩大（793） 窄（916） 报道（1100）

集合（379） 现代（670） 组成（798） 猪（942） 市场（1109）

断（435） 逐渐（703） 极其（817） 猴子（943） 果然（1142）

握手（437） 忽然（706） 范围（833） 狮子（944）

■除外された語　17 語（（　）内は本書掲載番号）

研究生（58） 食品（300） 请客（518） 饭馆（859） 停止（1113）

孤单（193） 修（434） 增长（582） 花园（970）

鞋（240） 信（498） 算（584） 字典（985）

洗衣机（255） 祝（510） 以后（677） 访问（1075）
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付表１：組み合わせてできる語句（重组默认词）
　例えば“乘客”（乗客）＝“乘坐”＋“客人”のように、1200 語に挙げられた語句
の字を組み合わせてできる次のような語句が出題されることがあります。
餐桌　 ▢名食卓
茶叶　 ▢名茶葉
长处　 ▢名長所
车窗　 ▢名車窓
车速　 ▢名車のスピード
成败　 ▢名成功と失敗
存放　 ▢動預け入れる
打败　 ▢動打ち負かす
大海　 ▢名海
房租　 ▢名家賃
肥胖　 ▢形肥満している
风速　 ▢名風速
父母　 ▢名父母
付费　 ▢形有料の
富有　 ▢形富裕である
 	 	 ▢動豊かに持つ
购买　 ▢動購入する
观看　 ▢動観覧する、眺める
海水　 ▢名海水
寒冷　 ▢形寒い
坏处　 ▢名欠点
环保　 ▢名環境保護
货物　 ▢名貨物、商品
获取　 ▢動獲得する
加倍　 ▢動倍増する
 	 	 ▢副なお一層
假如　 ▢接もし～ならば
价钱　 ▢名値段
减轻　 ▢動軽減する
降价　 動離 値下げする
降温　 動離 温度を下げる
交谈　 ▢動話し合う
金钱　 ▢名金銭
进入　 ▢動入る
景点　 ▢名観光地、名所

举例　 動離 例を挙げる
科技　 ▢名科学技術
快速　 ▢形高速である
例子　 ▢名例
留言　 ▢名伝言
旅程　 ▢名旅程
美好　 ▢形 美しい、素晴らしい
美景　 ▢名美しい景色
美味　 ▢形おいしい
   ▢名おいしい食べ物
能够　  助動 ～できる（＝能）
女性　 ▢名女性
牌子　   ▢名看板、マーク、ブ

ランド
气温　 ▢名気温
亲情　 ▢名家族愛
取得　 ▢動獲得する、収める
全身　 ▢名全身
入睡　 ▢動眠りにつく
入学　 動離入学する
山区　 ▢名山間地帯
商场　 ▢名デパート
时速　 ▢名時速
树叶　 ▢名木の葉
孙女　 ▢名孫娘
谈话　 動離	語り合う、話し合う
谈论　 ▢動論じ合う
提交　 ▢動提出する
体温　 ▢名体温
听众　 ▢名リスナー
停车　 動離 停車する、駐車する
停止　 ▢動停止する
网页　 ▢名ホームページ
网址　 ▢名 ホームページアドレス
午餐　 ▢名昼食、ランチ

细心　 ▢形注意深い
下降　 ▢動降下する、下がる
香味　 ▢名 いいにおい、いい味
信箱　   ▢名ポスト、郵便受け、

受信トレイ
选购　 ▢動選んで買う
选取　 ▢動選び取る
用处　 ▢名使い道、用途
友情　 ▢名友情
原价　 ▢名原価
暂停　 ▢動一時休止する
增多　 ▢動増える、増やす
增进　 ▢動増進する
指出　 ▢動指摘する
住址　 ▢名住所
租金　 ▢名 賃貸料、レンタル料
做梦　 動離 夢を見る
之后　 ～の後
之间　 ～の間
之前　 ～の前
之所以　 ▢接～のわけは
礼拜六　 ▢名土曜日
传真机　 ▢名 FAX機
打印机　 ▢名プリンター
复印机　 ▢名コピー機
保修期　 ▢名保証期間
研究生　 ▢名大学院生
售票员　 ▢名切符販売員
服务区　 ▢名サービスエリア
奖学金　 ▢名奨学金
警察局　 ▢名警察署
电视剧　 ▢名テレビドラマ
垃圾袋　 ▢名ゴミ袋
丰富多彩　 多種多様である

付表１～３出典：《HSK 考试大纲 四级》（孔子学院总部/国家汉办 編著、人民教育出版社 発行、2015 年）
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付表２：一部のみを用いる場合（减字默认词）
　1200…語に挙げられている語句を構成する字の、１文字または２文字のみが出題さ
れる場合もあります。【（　）内は大綱単語に挙げられた語句】
◎ほぼ同じ意味も表すことができるもの（他の意味もある）
按（按照）

并（并且）

超（超过）

成（成为）

乘（乘坐）

可（可是）

另（另外）

美（美丽）

暖（暖和）

全（全部）

仍（仍然）

稍（稍微）

生（出生）

修（修理）

竟（竟然）

◎独立した語句としても用いられるもの
报（报名）

表（表格）

此（因此）

粗（粗心）

堵（堵车）

反（相反）

负（负责）

付（付款）

改（改变）

购（购物）

盒（盒子）

活（生活）

既（既然）

减（减少）

江（长江）

将（将来）

奖（奖金）

降（降低）

仅（不仅）

距（距离）

拒（拒绝）

聚（聚会）

凉（凉快）

量（数量）

列（排列）

落（降落）

其（其中）

弃（放弃）

缺（缺少）

入（入口）

受（受到）

熟（熟悉）

填（填空）

通（通过）

同（相同）

味（味道）

演（表演）

引（引起）

优（优点）

原（原来）

约（大约）

招（招聘）

折（打折）

针（打针）

值（值得）

祝（祝贺）

排（排队）

队（排队）

得（获得）

获（获得）

烤（烤鸭）

鸭（烤鸭）

免（免费）

费（免费）

信（信封）

封（信封）

加（增加）

增（增加）

登机（登机牌）

加油（加油站）

垃圾（垃圾筒）

普通（普通话）

卫生（卫生间）

羽毛（羽毛球）

公路（高速公路）

袋 （塑料袋）

塑料（塑料袋）

货 （售货员）

售 （售货员）

垃圾（垃圾桶）

桶 （垃圾桶）

放假（放暑假）

暑假（放暑假）

弹 （弹钢琴）

钢琴（弹钢琴）

招呼（打招呼）

付表３：特例の語句（特例词）
　採用されたことのある地名、人名、祝祭日の名称、本や映画等のタイトルなどです。
广东（地名）

海南（地名）

云南（地名）

山西（地名）

江西省（地名）

丽江（地名）

三亚（地名）

上海（地名）

西安（地名）

九江市（地名）

南京市（地名）

长白山（地名）

香山（地名）

西直门（地名）

南京路106号（地名）

西山森林公园（地名）

长江大桥（建筑）

国家大剧院（組織）

民族大学（組織）

世纪宾馆（組織）

首都机场（組織）

首都体育馆（組織）

冰心（人名	作家	）

《红楼梦》（書籍）

《寄小读者》（書籍）

《十万个为什么》（書籍）

《现代汉语词典》（書籍）

《周公解梦》（書籍）

《长江之歌》（歌）

《走四方》（歌）

《人与自然》（番組）

《北京爱情故事》（映画）

《海洋馆的约会》（映画）

《勇敢的心》（映画）

“六一”儿童节（祝日）

红叶节（イベント）

电影艺术节（イベント）

亚洲艺术节（イベント）

爬山虎（植物【蔦】）

※その他に、“黄奶奶”“李博士”などの呼称や、“李洋”“小云”などの人名がある。


