
とっさのとっさのとっさのとっさの中国語中国語中国語中国語（（（（買物篇買物篇買物篇買物篇））））    
    
いくらですかいくらですかいくらですかいくらですか？？？？    

多少銭多少銭多少銭多少銭？？？？    
duō shào qián 
トトトトゥォシシシシャオチェェェェン 

 
ここここちらちらちらちらをくださいをくださいをくださいをください    

请请请请給我給我給我給我    这个这个这个这个。。。。    
qīng gěi wo     zhè gè 

チンゲイイイイ ウォ   ヂェヂェヂェヂェィガ 

 
いらないよいらないよいらないよいらないよ    

不要不要不要不要。。。。            
bú  yào  

ブゥヤゥヤゥヤゥヤオ 

    
もっとまけてもっとまけてもっとまけてもっとまけて ( ( ( (よよよよ！！！！))))    

便宜点儿便宜点儿便宜点儿便宜点儿(吧吧吧吧)！ 
biàn yí dian ér  (ba！) 

ピァピァピァピァンイイイイーーーーディァル  ババババ！！！！ 

 
おおおおじさんじさんじさんじさん、、、、これこれこれこれちょうだいちょうだいちょうだいちょうだい    

伯伯伯伯伯伯伯伯、、、、我要这个我要这个我要这个我要这个。。。。        
bó bó       wo yào zhè gè  

ボォォォォボォォォォ    ウォォォォヤヤヤヤオ ヂヂヂヂェェェェィガ 

 
おにおにおにおにーーーーさんさんさんさん、、、、        このこのこのこの○○○○○○○○ちょうだいちょうだいちょうだいちょうだい    

哥哥哥哥哥哥哥哥、、、、我要这个我要这个我要这个我要这个    ○○○○○○○○    。。。。    
gē gē         wo yào zhè gè  

ガァガァ   ウォォォォヤヤヤヤオ ヂヂヂヂェェェェィガ  ○○ 
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((((値段値段値段値段がががが) ) ) ) たけたけたけたけーーーーよよよよ！！！！    

太貴了太貴了太貴了太貴了！！！！    
Tài guì le 

タタタタイグィィィィラ！ 

 
あれあれあれあれちょちょちょちょーーーーだいだいだいだい    

我我我我要要要要    那个那个那个那个。。。。    
wo yào   nà gè 

ウォヤヤヤヤォ ナナナナァガ 

 
見見見見てるだけてるだけてるだけてるだけ～～～～    

随便看看随便看看随便看看随便看看。。。。    
suí biàn kàn kān  

スイイイイビェェェェン カカカカンカン 

 
おねおねおねおねーーーーさんさんさんさん、、、、        これいくらこれいくらこれいくらこれいくら？？？？    

小姐小姐小姐小姐、、、、这个这个这个这个        多少銭多少銭多少銭多少銭？？？？    
xiao jiě       zhè gè   duō shào qián 

シャォォォォジェェェェ   ヂヂヂヂェェェェガトトトトゥォシャャャャオチェェェェン 
 
大大大大おねおねおねおねーーーーさんさんさんさん（（（（おばちゃんおばちゃんおばちゃんおばちゃん））））    

大姐大姐大姐大姐    
dà jiě 

ダダダダーーーージェェェェ    

    
いらないいらないいらないいらないいらないいらないいらないいらない                    おおおお金金金金ないってないってないってないって    

不要不要不要不要不要不要不要不要、、、、没有銭没有銭没有銭没有銭。。。。    
bú yào bú yào      méi you qián 

ブゥヤゥヤゥヤゥヤォブゥヤゥヤゥヤゥヤォ   メイイイイヨウチェェェェン

请请请请((((請請請請))))…………    
qīng    
英語のプリーズの意味 

研修旅行は勉強が主たる目的ですが、中国の風土を知るためにも是非現地の売り子

と直接中国語でコミュニケーションして買い物を楽しんでみて下さい。（最低２人１組で）

押し売り、路上販売、ぼったくりと何でもアリですが、その分なんだか日本にない活気が

あります。ちなみに通貨単位は口語では元元元元(yuan(yuan(yuan(yuan))))と言わず、块块块块((((kuàikuàikuàikuài))))と言うので注意。 

中国語は文体は簡単ですが発音は難しい言葉と言われています。またピンインは言葉に

よって e をェ゛ァ と発音したりエと発音したり、ｄはトに近いドだったりします。 

また同じ Xue だけでも、〔1 音〕：靴靴靴靴(xuē)、〔2 音〕：穴穴穴穴(xué)、学学学学(xué)、〔３音〕：雪雪雪雪(xuě)、〔４音〕：

血血血血(xuè)といった具合にピンインによって意味が変わったりします。 

（箸と橋みたいなもんですね。） 

ですので、ネイティブな発音を聞き取ってわかりやすく上記のようにカタカナにしてみまし

た。また太字太字太字太字の部分は四音を表現したアクセントの場所です。 

 

十块十块十块十块!!!!(塊)    
shí kuài     
10 元の口語調 

おにおにおにおにーーーーさんさんさんさん、、、、    

大大大大哥哥哥哥    
dà gē   

ダダダダーガァ    



とっさのとっさのとっさのとっさの中国語中国語中国語中国語（（（（見学篇見学篇見学篇見学篇））））    
        
おはようございますおはようございますおはようございますおはようございます    

早上好早上好早上好早上好。。。。    
zao shàng hao  
ザォシャシャシャシャンハオオオオ 

 
すいませんすいませんすいませんすいません                                ちょっとちょっとちょっとちょっと通通通通りますねりますねりますねりますね    

对不起对不起对不起对不起,,,,    让让让让一下一下一下一下｡｡｡｡    
duì bù qǐ      ràng  yī xià   

トトトトィブブブブチー      ラララランイーシシシシァ 

 
何何何何ですかこれはですかこれはですかこれはですかこれは？？？？    

这是这是这是这是    什么什么什么什么？？？？    

zhè shì   shén me ？ 

ヂヂヂヂェェェェィシシシシ   シェンェンェンェンマ? 

 
気気気気にしないでにしないでにしないでにしないで                どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ    

没关系没关系没关系没关系，，，，没事没事没事没事儿儿儿儿    没事没事没事没事儿儿儿儿｡｡｡｡        
méi guān xì    méi shì ér  méi shì ér   

メィィィィグヮヮヮヮンシィ  メイイイイシァ メイイイイシァ 

    
脈脈脈脈をををを見見見見せてもらえますかせてもらえますかせてもらえますかせてもらえますか？？？？    

请給我请給我请給我请給我    看看脈看看脈看看脈看看脈？？？？    
qing gěi wo  kàn kān mài  

チンゲイイイイウォ  カカカカンカンマイイイイ 

 
もうもうもうもう一度言一度言一度言一度言ってくださいってくださいってくださいってください    

请请请请再説再説再説再説    一遍一遍一遍一遍｡｡｡｡    
qing zài shuō    yī biàn  

チンンンン    ヅァヅァヅァヅァィシュオ    イービァビァビァビァン 

 
わかりましたわかりましたわかりましたわかりました！！！！    

明白了明白了明白了明白了｡｡｡｡    
míng bái le 

ミンンンンバィィィィラ 

 
マジマジマジマジすかすかすかすか！！！！    

真的吗真的吗真的吗真的吗？？？？    
zhēn de ma ？ 

チェェェェンダママママ？ 

 
おおおお邪魔邪魔邪魔邪魔しましたしましたしましたしました    

打搅您了打搅您了打搅您了打搅您了｡｡｡｡    
dǎ jiǎo  nín  le  

ダァジァジァジァジァオオオオ    ニンンンンラ 
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よろしくおねがいしますよろしくおねがいしますよろしくおねがいしますよろしくおねがいします    

请多关照请多关照请多关照请多关照。。。。    
qing duō guān zhào  

チンンンンドゥォ グァンジャジャジャジャオ 

 
よろしくよろしくよろしくよろしくねねねね    

拜拜拜拜托托托托你你你你｡｡｡｡    
bài tuō nǐ  

ババババイトゥォニ 

 
ちちちちょっとょっとょっとょっと書書書書いてもらえますかいてもらえますかいてもらえますかいてもらえますか？？？？    

写一下好吗写一下好吗写一下好吗写一下好吗????    
Xiě  yī xià   hao ma ？  

シェェェェ    イーシァシァシァシァ     ハオマ？ 

 
写真写真写真写真をををを撮撮撮撮っていいですかっていいですかっていいですかっていいですか？？？？    

可以可以可以可以    拍照吗拍照吗拍照吗拍照吗？？？？        
kě yi  pāi zhào ma   

カゥゥゥゥイー    パイジァジァジァジァオ ママママ? 

 
奥奥奥奥さんさんさんさん、、、、ちょっとちょっとちょっとちょっと舌舌舌舌をををを見見見見せてもらえませんかせてもらえませんかせてもらえませんかせてもらえませんか？？？？    

夫夫夫夫人人人人,,,,給我看給我看給我看給我看一一一一下下下下    您您您您的的的的舌舌舌舌｡｡｡｡    
fū rén     gěi wo kàn yī xià     nín de shé 

フーレンンンン   ゲイイイイウォカカカカン  イーシァシァシァシァ                    ニンンンンダシェェェェ             

 
おじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃん    おいくつですかおいくつですかおいくつですかおいくつですか？？？？    

爺爺爺爺爺爺爺爺    多大多大多大多大年起年起年起年起了了了了？？？？    
yé yé     duō dà nián qǐ le？  

ィェェェェィェェェェ            ドゥォダダダダーーーーニァンチンチンチンチーラ    

 
知知知知ってますってますってますってます    

知道了知道了知道了知道了｡｡｡｡    
zhī dào le  

ヂィダダダダオラ 

 
気気気気をつけてをつけてをつけてをつけて ( ( ( (行行行行ってらっしゃいってらっしゃいってらっしゃいってらっしゃい！！！！))))    

慢走慢走慢走慢走!!!! 
màn zou  

ママママンゾゥゥゥゥ！ 

    
トイレトイレトイレトイレはどこですかはどこですかはどこですかはどこですか？？？？    

厕所厕所厕所厕所    在哪在哪在哪在哪儿儿儿儿????    
cè suo  zài na ér 

ツォツォツォツォスォォォォ  ヅァイヅァイヅァイヅァイナァァァァルルルル 



    
中医鍼灸治療中医鍼灸治療中医鍼灸治療中医鍼灸治療    

中医中医中医中医    鍼灸鍼灸鍼灸鍼灸    治疗治疗治疗治疗 
zhōng yī    zhēn jiu    zhì liáo   

ヂォォォォンイー  チェェェェンジゥゥゥゥ    ヂヂヂヂィリャオオオオ 

    
気虚気虚気虚気虚    血虚血虚血虚血虚        

气气气气虚虚虚虚    血虚血虚血虚血虚     
qì xū   xuě xū        

チチチチシュ シュエエエエシュ  

    
醒脳開竅法醒脳開竅法醒脳開竅法醒脳開竅法    

醒脳开醒脳开醒脳开醒脳开窍窍窍窍法法法法 
xǐng nǎo kāi qiào fǎ      

シンンンンナオオオオ    カイチャチャチャチャオファァァァ 

    
中医中医中医中医鍼灸穴位通鍳鍼灸穴位通鍳鍼灸穴位通鍳鍼灸穴位通鍳    

中医鍼灸中医鍼灸中医鍼灸中医鍼灸    穴位通鍳穴位通鍳穴位通鍳穴位通鍳 
zhòng yī zhēn jiǔ    xué wèi tōng jiàn      

チォチォチォチォンイーチェンジウウウウ    シュエウェエウェエウェエウェイトンジァジァジァジァン 

    
    

    
肝心脾肺腎肝心脾肺腎肝心脾肺腎肝心脾肺腎    

肝心脾肺肾肝心脾肺肾肝心脾肺肾肝心脾肺肾 
gān  xīn  pí  fèi  shèn    

ガン  シン  ピィィィィ  フェフェフェフェイ  シェシェシェシェン 

    
陰陽両虚陰陽両虚陰陽両虚陰陽両虚    

阴阳阴阳阴阳阴阳两虚两虚两虚两虚 
yīn yáng  liǎng xū     

インヤンンンン リャンンンンシュ 

    
内関内関内関内関    人中人中人中人中    三陰交三陰交三陰交三陰交    

内关内关内关内关    人中人中人中人中    三阴交三阴交三阴交三阴交 
nèi guān   rén zhōng   sān yīn jiāo      

ネネネネイグァン レンンンンチョン サンインジャオ 

    
    

研修旅行のメインとなる病棟見学では、狭い治療室をグループで移動するので、どうし

ても現地の患者さんに場所を譲ったり、前を通ったり、断りを入れたりする機会が増えて

きます。そこで少しでも喋ることができれば、見学させてもらっている現地の方も少しは

気を許してくれます。また通訳なしで独自に得られる情報もあるはずです。 


