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初版 第１刷（2015 年９月 28 日発行）

正

誤

表

2015 年９月 28 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。
訂正し深くお詫び申し上げます。
（2018 年 1 月現在）

該当ページ・単語番号

誤

p.12 １“我”の例文の
“任务”のピンイン

rènwù

正
⇒ rènwu

◎軽声に

同じく例文中の“任务”のピンインに誤りが、次の箇所にあります。合わせて軽声への訂正をお願いいたします。
p.18（52）、p.36（156）例文２、p.87（466）、p.195（1080）

p.16 33“弟弟”
例文のピンイン
p.23 85“头发”
例文のピンイン

Wǒ dìdì...

⇒ Wǒ dìdi...

...lǐfǎ le

⇒ ...lǐfà le

...de àirén

⇒ ...de àiren

..., dàbùfèn rén dōu...

⇒ ..., dàbùfen rén dōu...

形 注意する、気をつける

⇒

Lǎoshī, qízhōng kǎoshì...

⇒ Lǎoshī, qīzhōng kǎoshì...

Yóudìyuán měi tiān zǎoshang..

⇒ Yóudìyuán měi tiān zǎoshang...

Wǒ jīntiān qǐngle bàntiān jiǎ.

⇒ Wǒ jīntiān qǐngle bàntiān jià.

...yì chǎng dàbìng

⇒ ...yì cháng dàbìng

p.39 173“理想”
例文２のピンイン
p.42 195“感动”
例文１のピンイン
p.44 208“小心”
品詞
p.70 365“到”
例文２のピンイン
p.95 498“信”
例文１のピンイン
p.108 565“半”
例文２のピンイン
p.118 628“场”
例文３のピンイン

動 注意する、気をつける
形 注意深い

量詞としての“场”は、
①映画や芝居、スポーツなどのイベントやレクリエーションなどを数える場合は第３声 chǎng
と発音します（例文１・例文２）
②風雨や自然災害、病気などを数える場合は第２声 cháng と発音します（例文３）
★②の意味で使っている例文で、第３声 chǎng の表記になっている箇所が次の箇所にもありま
す。合わせて第２声 cháng への変更をお願いいたします。
p121 (644)、p132 (707) 例文１、p176 (953)、p179 (975)、

p.128 691“从来”
例文１のピンイン

Tā cónglái dōu shì dì yí ge.....

⇒

Tā cónglái dōu shì dì yī ge...
（序数の場合、“一”は声調変化しません）

p.165 875“门”
例文２のピンイン
p.188 1029“填空”
例文２のピンイン
p.191 1050“收入”
例文のピンイン
p.192 1057“做生意”
のピンイン

p.200 1113“停止”
例文２

Zhè xuéqí...

⇒ Zhè xuéqī...

...liǎng ge kōng

⇒ ...liǎng ge kòng

Hěnduō...

⇒ Hěn duō...

zuò shēngyì

⇒

那家超市已经停止提供免费
的塑料袋了。
Nà jiā chāoshì yǐjīng tíngzhǐ
tígōng miǎnfèi de sùliàodài le.
（あのスーパーはすでに無料
でレジ袋を配るのをやめた。）

p.217 1187“不过”
例文１のピンイン
p.151 練習問題
２

選択肢②

⇒

zuò shēngyì*
◎“生意”は軽声で読むこともあります

那家超市已经停止供应免费的塑
料袋了。
Nà jiā chāoshì yǐjīng tíngzhǐ
gōngyìng miǎnfèi de sùliàodài le.
（あのスーパーはすでに無料でレジ
袋を配るのをやめた。）
◎音声に合わせて修正させていただきます。

..., bùguò xìnggé ...

⇒ ..., búguò xìnggé ...

开轻

⇒ 轻

この部分は、2017 年５月発行の第２刷でも誤った状態になっており、2018 年１月の第３刷で修正いたしま
した。心よりお詫び申し上げます。

★新たな誤記を発見次第、正誤表を更新いたします。

◆第１刷から第２刷への変更点
2017 年５月 30 日の第２刷において、前述の誤記があった箇所以外に、次の部分に追加、
変更させていただきました。ご参考ください。

該当ページ・単語番号

追加、変更事項
解説を追加

p.15 27“口”

量詞の場合、「“一”＋“口”＋（言語）」で、言語能力
を表す。ex. 说一口流利的汉语。（流暢な中国語を話す）

p.17 44“阿姨”
p.20 62“大夫”

解説を追加
母の姉妹は“姨妈”とも言う。
解説に追加
“医生”は職業としての「医者」を強調する。

p.21 69“记者”

他成为一名新闻记者。→

例文２を変更

他想成为一名新闻记者。Tā xiǎng chéngwéi yì míng xīnwén jìzhě.

（彼はジャーナリストになりたい。）
◎元の文も間違いではありませんが、“想”があったほうが文脈としてより自然です。

p.22 81“嘴”
p.25 103“减肥”

解説に追加
「口」の意味で単独で使うことは少ない。
解説を追加
“瘦身”は「スリムアップする、ダイエットする」。
解説に追加

p.31 121“认真”

认真：何かに取り組む態度がまじめである。
小心：用心深い、慎重である。
仔细：綿密である。

p.43 196“激动”

動興奮する、感動する、感動させる

単語の意味部分

形感激する、平静でいられない
表に追加

p.49
◎比べてみよう“看法”
“意见”“想法”

１．「使える量詞」に追加…
“看法”“意见”“想法”すべて“点”も使える。
２．“没”との組み合わせ…
☓看法

p.77 404“关”

○没意见（賛成する）

○没想法（考えがない）

解説に追加
“开关”は「スイッチ」。
以上

★第１刷発行後の 2015 年 12 月に改訂された『HSK 大綱』について、本書が準拠している
2009 年版大綱と異同があった点については、別添の PDF ファイル「HSK１～４級単語
第１刷 2015 年版大綱との異同について」をご覧ください。

