合格奪取！

新ＨＳＫ４級トレーニングブック〈リスニング問題編〉

正

誤

表

2015 年５月 28 日発行の、初版第１刷にて、多数の誤りがありました。
訂正し、心より深くお詫び申し上げます。
（2018 年 1 月現在）
別冊 解答解説
単語
該当ページ・修正箇所

p.5 上から２つめ 関連表現
“暑假”のピンイン
p.5 上から７つめ
“原来”の品詞に追加
p.5 下から７つめ
“提前”のピンイン
関連表現“提前下班”のピンイン
p.6 上から５つめ
“差”の品詞に追加
p.6 上から９つめ
“就是”の意味に追加
p.6 上から９つめ 関連表現
“只是”のピンイン
p.7 上から９つめ 関連表現
“客人”のピンイン
p.8 上から３つめ 関連表現
“感兴趣/有兴趣”のピンイン
p.9 上から４つめ 関連表現
“洗发水”のピンイン
p.9 最終行 関連表現
“乐趣”のピンイン
p.10 上から８つめ
“尽管”の品詞に追加
p.11 上から２つめ
“度过”の意味
p.11 上から 10 個め 関連表現
“聊天儿”のピンイン
p.11 上から 12 個め 関連表現
“客人”のピンイン
p.13 上から６つめ
“再说”の品詞に追加
p.13 上から６つめ 関連表現
“加上”のピンイン
p.14 下から６つめ
“沉”の品詞に追加
p.15 下から５つめ
“碰上”のピンイン
関連表現“碰上下雨”のピンイン

誤

shǎjià

正

⇒ shǔjià

⇒（追加）副もともと
tīqián
tīqián xiàbān

⇒

tíqián
tíqián xiàbān

⇒（追加）動足りない
⇒（追加の意味）副ただ～だけ、実に、どうあっても
zhíshì

⇒ zhǐshì

kèrén

⇒

gǎn xīngqù / yǒu xīngqù

⇒ gǎn xìngqù / yǒu xìngqù

xǐfàxhuǐ

⇒ xǐfàshuǐ

yuèqù

⇒ lèqù

kèrén*
（声調つき・軽声のどちらでも読む）

⇒（追加）副心置きなく、いくらでも
動過ごす、迎える

⇒ 動過ごす、送る
liáotiānr

liántiānr
kèrén

⇒

kèrén*
（声調つき・軽声のどちらでも読む）

⇒（追加）動後で考える
jiashang

⇒ jiāshàng

⇒（追加）動沈む
pèngshàng
pèngshàng xià yǔ

⇒

pèngshang
pèngshang xià yǔ

p.16 上から７つめ
“邀请”の意味
p.16 上から９つめ 関連表現
“新闻报道”の意味
p.16 下から２つめ 関連表現
“成绩”のピンイン
p.17 上から２つめ
“光”の品詞に追加
p.18 上から１つめ 関連表現
“推”の意味に追加
p.18 上から８つめ 関連表現
“一点点”のピンイン
p.18 上から 12 個め 関連表現
日本語訳
p.19 上から８つめ 関連表現
“各个”のピンイン
p.19 下から７つめ
“总”の意味に追加
p.20 上から５つめ
“成熟”の意味
p.20 下から５つめ 関連表現
“顺序不对”の意味
p.21 下から２つめ 関連表現
“次数不多”のピンイン
p.23 下から１つめ 関連表現
“踏上社会”のピンイン
p.24 上から５つめ
“照顾”のピンイン
意味に追加
p.25 上から３つめ
“通过”の意味に追加
p.25 下から７つめ 関連表現
“关系”のピンイン
p.25 下から５つめ 関連表現
“平生”のピンイン
p.25 下から４つめ 関連表現
“成绩”のピンイン
p.27 上から５つめ
“处长”の意味に追加
p.27 下から３つめ 関連表現
“小孩儿”のピンイン
p.28 上から 10 個め
“生意”のピンイン
p.31 上から６つめ 関連表現
“一个星期的期限”のピンイン
p.35 上から９つめ
“小气”のピンイン
p.35 上から９つめ 関連表現
“大方”のピンイン

動招く、招聘する

⇒ 動招く、招待する

新聞報道

⇒ ニュース報道

chéngjī

⇒ chéngjì

（追加）名光 形つるつるしている、～し尽くす 動露わにする
（追加の意味）辞退する
yìdiǎndian

⇒ yìdiǎndiǎn

物を落とした

⇒ 物を落とす

gège

⇒ gègè

（追加の意味）いつも、結局
形大人びている、熟成する

⇒ 形大人びている、成熟している

順番がある

⇒ 順番が違う

cìchù bù duō

⇒ cìshù bù duō

tàshàng shèhuì

⇒ tàshang shèhuì

zhàogu

⇒ zhàogù

（追加の意味）考慮する
（追加の意味）通過する
guānxì
píng

⇒
shēng

chéngjī

guānxì*
（声調つき・軽声のどちらでも読む）

⇒ píngshēng
⇒ chéngjì

（追加の意味）所長
xiǎo hái’ér

⇒ xiǎoháir

shēngyì

⇒

yí ge xīngqí de qíxiàn

⇒ yí ge xīngqī de qīxiàn

xiǎoqì

⇒ xiǎoqi

dàfāng

⇒ dàfang

shēngyì*
（声調つき・軽声のどちらでも読む）

p.35 下から７つめ 関連表現
“播音”のピンイン
p.36 下から７つめ
“霸道”のピンイン
p.36 下から５つめ 関連表現
“老地方”のピンイン
p.37 下から４つめ 関連表現
“科学”のピンイン
p.40 下から６つめ 関連表現
“因为”のピンイン
p.40 下から５つめ
“疏忽”のピンイン
p.41 上から２つめ
“参谋”のピンイン
p.43 上から９つめ 関連表現
“突发事件”のピンイン
p.44 下から６つめ 関連表現
“究竟”のピンイン
p.45 下から１つめ
“素质”のピンイン
p.47 下から２つめ 関連表現
“过期作废”のピンイン

bòyīn

⇒ bōyīn

bàdào

⇒ bàdao

lǎodìfāng

⇒ lǎodìfang

kéxué

⇒ kēxué

yīnwèi

⇒

shūhū

⇒ shūhu

cānmou*

⇒ cānmóu

túfā shìjiàn

⇒ tūfā shìjiàn

jiùjìng

⇒ jiūjìng

sùzhì*

⇒ sùzhì

guòqì zuòfèi

⇒ guòqī zuòfèi

yīnwèi*
（声調つき・軽声のどちらでも読む）

常用表現
該当ページ・修正箇所

p.54 第７天 上から７つめ
“完成任务”のピンイン
p.56 第 10 天 下から３つめ
“过年”の意味に追加
p.58 第 13 天 上から２つめ
例文の日本語訳
p.58 第 13 天 下から１つめ
“拥有幸福”のピンイン
p.61 第 17 天 最上段
“看花眼”のピンイン
p.62 第 19 天 下から２つめ
“放…的假”のピンイン

誤

正

wánchéng rènwù

⇒ wánchéng rènwu

（追加の意味）新年を祝う
私はたがあなたの健康～

⇒ 私はただあなたの健康～

yǒngyǒu xìngfú

⇒ yōngyǒu xìngfú

kànhuā

⇒ kàn

yǎn

huāyǎn

⇒ fàng ... de jià

fàng ... de jiǎ

リスニング問題
該当ページ・修正箇所

p.66 ３ １行目“兴趣”のピンイン
p.74 ９
男性のセリフ“几乎”のピンイン

誤

正

xìngqu

⇒ xìngqù

jǐhū

⇒ jīhū

同じ“几乎”のピンインの誤りが、次の箇所にもあります。→ｐ.82 の 14-15 の１行目、ｐ.84 の３の２行目

p.80 ９
男性のセリフ“300 块钱”のピンイン

sǎnbǎi kuài qián

p.112 12

⇒ 末尾の“xiūxi”は削除

選択肢Ｃのピンイン
p.136 13
男性のセリフ“最下面”のピンイン
p.144 ３
１行目“有益于”の“于”のピンイン

⇒ sānbǎi kuài qián

zui xiàmiàn

⇒ zuì xiàmiàn

yǒuyìyǔ

⇒ yǒuyìyú

同じ“于”のピンインの誤りが、次の箇所にもあります。→ｐ.148 の 12 とｐ.214 の 34 の★の文“对于 duìyú”

p.154 13
男性のセリフ“谢谢”のピンイン
p.163 ６
選択肢Ｂ“一所”のピンイン
p.165 12
男性のセリフ“场合”のピンイン
p.212

⇒ xièxie

yī suǒ

⇒ yì suǒ

chánghé

⇒ chǎnghé

29 にも同じ文章があり、ピンインも同様の誤りがあります。

p.196 12
男性のセリフ“任务”のピンイン
p.213

xièxiè

rènwù

⇒ rènwu

32 にも同じ文章があり、ピンインも同様の誤りがあります。

p.197 14-15 ５行目
“剩菜”のピンイン
p.214 33
選択肢Ｃ
p.233 38-39 ７行目
“黄瓜”のピンイン

shèncài

⇒ shèngcài
C 男的想了解大学生活

C 男的想了解女的大学生活

⇒ （“女的”を削除。本冊 p.118 の問
題の表記は正しいものです）

huánggua

★新たな誤記を発見次第、正誤表を更新いたします。

⇒ huángguā

