
2021年5月現在

頁 箇所 誤 正

51 並び替え問題の解答
Nǐ　zhànfu　de　bízi　zěnme　le?
你 　丈夫　　的    鼻子 　怎么　 了？

Nǐ　zhàngfu　de　bízi　zěnme　le?
你 　丈夫　　  的    鼻子 　怎么　  了？

127 発展　形容詞の重ね型(状態形容詞）
qīngqīngchuchu 
清清楚楚

qīngqīngchǔchǔ
清清楚楚

176 方向補語と目的語の位置
Zuìjìn　tā　huí　Zhōngguó　qu　le.
最近　  他　 回　　中国　  去　了。

Zuìjìn　tā　huí　Zhōngguó　qù　le.
最近　  他　 回　　中国　  去　了。

176
方向補語を可能補語にする方法

●方向補語で可能を表す

Wǒ　ná　de　qu.
我　 拿　 得　 去。

Wǒ　ná　de　qù.
我　 拿　 得　 去。

177
方向補語を可能補語にする方法

●方向補語で不可能を表す

Wǒ　ná　bu　qu.
我　 拿　 不　 去。

Wǒ　ná　bu　qù.
我　 拿　 不　 去。

177
複合方向補語の語順

●動詞に目的語がある場合の語順

Tā　pǎo　chu　bàngōngshì　 lai　le.
他　  跑　   出　   办公室   来    了。

Tā　pǎo　chu　bàngōngshì　 lái　le.
他　  跑　   出　   办公室   来    了。

178
複合方向補語の語順

●動詞に目的語がある場合の語順

Dàjiā　ná　chu　qiānbǐ　lai　le.
大家　  拿　 出　   铅笔　  来　吧。

Dàjiā　ná　chu　qiānbǐ　lái　le.
大家　  拿　 出　   铅笔　  来　吧。

178
発展　方向補語の派生的な意味

「～出来」

Tā　kàn　chu　hěn　dà　de　wèntí　 lai.
他　 看　  出　  很　 大　的　 问题 　来。

Tā　kàn　chu　hěn　dà　de　wèntí　 lái.
他　 看　  出　  很　 大　的　 问题 　来。

182 UNIT13 練習問題　2　3)　B
Hǎo,　zuò　xiàlái　shuō　ba!
好，     坐　(下来）　说　   吧！

Hǎo,　zuò　xialai　shuō　ba!
好，      坐　(下来）　说　  吧！

183 UNIT13 練習問題　3　3)　2行目
érqiě　zìjǐ　xiǎng　shuō　de　shì　yě　jīngcháng　shuōbushanglai.
而且　自己　想　说　的　事　也　经常　说不上来。

érqiě　zìjǐ　xiǎng　shuō　de　shì　yě　jīngcháng　shuōbushànglái.
而且　自己　想　说　的　事　也　经常　说不上来。

262 UNIT19練習問題  2　1）日本語訳 彼はあなたほど（背が）高くない。 彼女はあなたほど（背が）高くない。

「中国語検定 HSK公認テキスト 改訂版」正誤表
本文中に以下の誤りがございました。お詫びして訂正いたします。

3級 　第2刷

頁 箇所 誤 正

1-2)

3 1)問題文

３　１）　解答B　

44

95

337
小雪已经结婚了
小雪はすでに結婚している

2019 年 12月現在

Bāng   wǒ    kànkan   bīngxiānglǐ    yǒu  shénme  dōngxi　?

帮       我        看看          冰箱里       有      什么       东西　？

Wǒ　yùdào le　 hěnduō　yǒuyìsi　de    rén    hé    shì,～

我      遇到 了         很多      有意思   的       人    和     事,～

小雪已经结婚了
雪さんはすでに結婚している

Wǒ　yùdào  le　 xǔduō　yǒuyìsi　de  rén    hé   shì,～

我        遇到 了      许多      有意思    的    人   和    事,～

Bāng 　wǒ　 kānkan 　bīngxiānglǐ　yǒu　shénme  dōngxī　?

帮 　　 我        看看 冰箱里  有     什么     东西　？

3級 　第3刷



259
８. 仕事論・人生論　1 ⃣
1行目「 为」のピンイン

Duō　wéi　gùkè　kǎolǜ,～
多        为      顾客     考虑，

Duō　wèi　gùkè　kǎolǜ,～
多        为      顾客     考虑，

272
Part4 練習問題　解答

1 ⃣　5）問題文4行目
减少 而 逐渐 积累，～ 减少 而  是 逐渐 积累，～

289 覚えておきたい基本単語 乘客   chéngkè  乗客 削除（P288との重複のため）

291
(例）第3部分前半
選択肢Ｄ「参观人数」日本語訳

参加人数 見学人数

292
(例）第3部分後半
問2　選択肢D

有时会孤单 互相信任

292
(例）第3部分後半
問2　選択肢C　和訳

安全と感じる 安全と感じるでしょう

292 (例）第3部分後半ポイント2行目 「あるとき孤独かもしれない」 「信頼し合える」

296
1． 「什么+ 名詞」
３⃣ ●聞き取りのポイント! 5行目

男の人が、「对不起。吵您休息了～」 男の人が、「对不起。吵到您休息了～」

311
４．どのようにと聞く疑問詞
４⃣ ●聞き取りのポイント! 8行目

～、「去问问小李(李さんに聞きに行く)」ことを提案しています。 ～、「去问小李(李さんに聞きに行く)」ことを提案しています。

316
5．どうやっての「怎么」となぜ
の「为什么」
３⃣　スプリクト　2行目

  Zuìjìn　tiānqì　bùhǎo,　yǒu　diǎn　gǎnmào le.
女：最近   天气   不好,  有　   点    感冒     了。

Zuìjìn　tiānqì　bùhǎo,　yǒudiǎnr　gǎnmào le.
女：最近   天气   不好,  有点儿　     感冒  了。

316
5．どうやっての「怎么」となぜ
の「为什么」
３⃣ ●聞き取りのポイント！ 2行目

～、女性のセリフから「有点感冒了(少し風邪をひいた)」ということがわか
ります。

～、女性のセリフから「有点儿感冒了(少し風邪をひいた)」ということがわ
かります。

324
７．「什么时候・几点」

① 例文2つ目　日本語訳
いつアジア第1を獲得しましたか？ いつアジア第1位を獲得しましたか？

353
形容詞の単語の場合
３.难受 　解答例３

因为 太 难受 了，不能 去 公司。 因为 他 太 难受 了，不能 去 公司。

364 模擬問題68　問題文1行目
天才，是百分之一的能力加百分之九十九的汗水，把别人喝咖啡的时间用来

看书的人。

天才，是百分之一的能力加百分之九十九的汗水，是把别人喝咖啡的时间用

来看书的人。

366 模擬問題75　問題文1行目・2行目

“孩子讨厌学习”,“成绩差”,还在为孩子的教育问题而心烦么?
育才学校为您的孩子提供全面的个人辅导,从基础开始,帮助您的孩子重新提高

成绩,找回自信!

"孩子讨厌学习"，"成绩差"，还在为孩子的教育问题而烦恼么？
育才学校为您的孩子提供全面的个人指导，从基础开始，帮助您的孩子重新

提高成绩，找回自信！

370 模擬問題89 比赛　在　准备　为　羽毛球　运动员 比赛　在　做　准备　为　羽毛球　运动员

378 模擬問題18　スクリプト　1行目
Xiǎo Liú jīntiān de bǐsài hěn jīngcǎi,
小刘      今天   的  比赛   很   精彩，

Xiǎo Liú,  jīntiān de bǐsài hěn jīngcǎi,
小刘，　    今天   的  比赛   很   精彩，

378
模擬問題19　スクリプト和訳

1行目
小明、 明さん、

383
模擬問題29　解答　スクリプト

1行目

Jīntiān　zěnme　chuān　de　zhème　zhèngshì　a?
今天 　　怎么　　穿　　   的　   这么 正式 　　啊？

Jīntiān　zěnme　chuān　de　zhème　zhèngshì　a?
今天 　　怎么　　  穿　　 得　   这么 正式 　　啊？

389
模擬問題40・41 スクリプト和訳

1行目
どの人も生活をみる態度は～ どの人も生活をあつかう態度は～

389
模擬問題40・41 スクリプト和訳

4行目
甘さの中に苦みがあると 甘さの中にいくらかの苦みがあると

389
模擬問題40
選択肢Ｃ・選択肢C和訳

zěnyàng　kàn　rénshēng
怎样　         看　     人生

どのように人生をみるか

zěnyàng　kàn　dài  shēnghuó
怎样　         看　  待     生活

どのように生活をあつかうか

394 模擬問題51　問題文和訳 　3行目 最後の1分まで 最後の1分間まで

398 模擬問題68　問題文　2行目
天才，是百分之一的能力加百分之九十九的汗水，把别人喝咖啡的时间用来

看书的人。

天才，是百分之一的能力加百分之九十九的汗水，是把别人喝咖啡的时间用

来看书的人。

404
模擬問題80・81　問題文和訳

7行目
男の家の窓を拭いて言った。 この人の家の窓のほこりを拭いて言いました。

405 模擬問題83　選択肢Ｄ
duō　bāng　tā　biérén
多　　帮　    他　 别人

duō　bāngzhù　biérén
多　　帮助 别人

407 模擬問題89　正解 运动员　在　为　羽毛球比赛　准备。 运动员　在　为　羽毛球比赛　做　准备

254
７. 説明的文章　1
●単語・文法チェック！

＊部分

＊1　不仅～，甚至…：「～ばかりでなく…」（関連詞→UNIT15参照）

＊2　例如：「例えば～」と具体例を挙げるときに使います （関連詞→

UNIT15参照）
＊３　甚至：「さらには…」という意味（関連詞→UNIT15参照）

＊1　不仅～，：「～ばかりでなく」（関連詞→UNIT14参照）

＊2　甚至…：「さらには…」（関連詞→UNIT15参照）
＊３　例如：「例えば～」と具体例を挙げるときに使います （関連詞→

UNIT15参照）

254

⃣

●単語・文法チェック！

「制造」の日本語訳

作る つくる・製造する（本文では「使う」に意訳）

4級　第3刷

頁 箇所 誤 正

31 「份」の日本語訳 2冊の新聞 2部の新聞
63 「愿意」否定文の説明 「否定詞（不/没）+能願動詞＋動詞」 「否定詞（不）+能願動詞＋動詞」
73 ●様態補語部分を～ ●態補語 ●様態補語
78 「好」 例文中「打印」日本語訳 きちんと翻訳したら1部コピーをして～ きちんと翻訳したら1部プリントアウトをして～

102
完了の「了」　否定形　例文

「超出」のピンイン
tā   shuō   de   wèntí   méiyǒu   chāochu   jīntiān   tǎolùn  de     fànwéi.
他   说     的    问题    没（有）   超出     今天     讨论     的     范围。

tā  shuō    de    wèntí  méiyǒu   chāochū   jīntiān  tǎolùn   de     fànwéi.
他   说     的    问题    没（有）   超出     今天     讨论     的     范围。

115
呼応の表現「连～也/都…」例文

「聊天」のピンイン
Wǎngshàng de liǎotiān gōngjù lián rénmen  bàngōng  yě  líbukāi  tā le.
网上网上　 的  聊天      工具   连 人们        办公    也  离不开  他 了。

Wǎngshàng de liáotiān gōngjù lián rénmen  bàngōng  yě  líbukāi  tā le.
网上　　  的　  聊天      工具 连 人们        办公    也  离不开  他 了。

125 「尤其」例文の日本語訳 テニス用靴下は～汗をかきやすい人に適してます。 テニス用靴下は～汗をかきやすい人に適しています。
125 「稍微」例文の日本語訳 私はこの記事は少し制限を受けました。 この記事は少し制限を受けました。

151 ●状態形容詞　〇〇●●型
 qīngqīngchuchu 
清清楚楚

qīngqīngchǔchǔ
清清楚楚

153 ●状態形容詞の否定と疑問　例文
Tā　shuō　de　huà　qīngqīngchuchu 　de.
他　   说 的　  话  清清楚楚　    的。

Tā　shuō　de　huà　qīngqīngchǔchǔ　de.
他　  说 的　   话  清清楚楚　   的。

155 ●注意ポイント！ ＊2　1行目 「激动」は「感動させる」という意味の単語としての用法もあります。 「激动」は「感動させる」という意味の動詞としての用法もあります。

162
練習問題　解答　2 ⃣　1）A：
日本語訳

最近特にこの種の飲み物が流行しているようなので、～ 最近特にこの種の冷たい飲み物が流行しているようなので、～

183 「既然～ 就… 」　例Ⅱ 日本語訳 そのほかの専攻をちょっと考え直してみましょう。 そのほかの専攻をちょっと考えてみましょう。

204
「它」「～ 们」に注意
●解放のポイント！　5行目

Ⅱの「五个热情的大男生」が指し示す語～ Ⅱの「五个热情的男生」が指し示す語～

207 補充単語「当」のピンイン dāng dàng
232 2 ⃣　本文内　選択肢B B　看　问题　要　看　的　更　广 B　看　问题　要　看　得　更　广

233 ●解法のポイント！2つ目 2行目 「看问题不能只看一个点，要看的更广才对」～ 「看问题不能只看一个点，要看得更广才对」～

238 5 ⃣　和訳　3～4行目 「以後つらいときでも楽しいときでも、」 「以後つらくても楽しくても、」

７. 説明的文章　2⃣

2021年5月現在

design
長方形



4級　第4刷 2022年6月現在

頁 箇所 誤 正

245

4⃣

問題文2行目

●単語・文法チェック！

結果（繁体字） 结果（簡体字）

300

7⃣

●聞き取りのポイント！

13行目

「网络，极大地丰富了现代人的精神生活…」 「上网、极大地丰富了现代人的精神生活…」

359 模擬問題40　選択肢Ｃ 怎样 看人生 怎样 看待 生活




