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2003 年です。新しい一年が始まった。日本人のせっかちな感覚からいうと春にはまだ暫くあるが、中

国から伝来した言葉を借りていうならば、まさに“ 一日之计在于晨” 、“ 一年之计在于春” の時期であり

ます。 

さて、ここで早速脱線して日中文化差を観察することにしよう。上記の格言だが、 初の句は「一日の

計は朝にあり」と訳し、日中それぞれ大差はない。（厳密にいえば朝を何時から何時までと心得るかの違

いはある）二つ目の方は日本語で「一年の計は元旦にあり」というのが普通で「一年の計は春にあり」と

はいわない。時間感覚の「厳密」さを重視する日本人は元旦の一日で計画立案しようとするが、中国では

一季節、一年の 1/4、即ち三ヶ月もかけて悠揚迫らずじっくり計画を立案することができるわけで、日本

人と中国人との気質の差が、こんな言葉一つにも表われている。ディジタル思考の日本人とアナログ的感

覚の中国人との格差が、輸入した中国格言の訳文の手直しにまで表われているようだ。 

本題に戻る。身の上話になるが、神戸の外語を卒業して学校で学んだ中国語を生かして仕事をしようと

して苦労した。当時は戦後がまだ完全には終わっていない時期であったので、多くの中国語科の友人は“ 所

学非所用” で学窓を巣立ったが、融通の効かない私は、結局神戸の華僑学校（小・中学校併設）で教員に

なることで我侭を通した。そして、ここから私の「実践中国語」が始まった。 

実を言うと、当初は中国語を使うといっても、日本語を教えるのに中国語で補足説明ができることを期

待して採用された筈なのだが、４月になって出勤すると、春休み中に中国へ帰国してしまわれた先生の代

講ということでいきなり四年甲組の“ 级任老师＝班主任” 「担任」ではどうかとの打診をうけた。 

引き受けるにしても、もう少し慎重にしておけばよかったのだが、もともと、日本で学んだ「学校中国

語」を実務中国語に“ 刷新” 「ブラッシュアップ」することを期待しての華僑学校への就職でもあったの

だから、若さの無鉄砲さもあり“ 顺水推舟 shùn_shuǐ _tuī _zhō u” 「渡りに船」と引き受けた。 

ここは私にとって当時（1951 年）としては、日本における 高の中国語学習環境であった。自宅が大阪
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の南部堺市にあり、神戸市の西部にある学校までの通勤は当時の交通事情から不可能であったので、他の

多くの中国人の先生がそうであったように私も学校内に住むことにした。三度の食事は学校に住むこれら

先生方のため、校務員“ 工友” さんが作ってくれる“ 伙食团 huǒ shi_tuán” 「賄いグループ」があったの

で、これに仲間入りした。こうして朝起きてから夜寝るまでの間、日本語を使うことは学校外の人と接触

する時以外はなくなった。中国で生まれた一般中国人なら、子供の時から過ごすような環境が成人して二

十歳を過ぎた私を取り巻いたのである。食事・授業を含む各種学校行事・放課後の同僚たちとの談話、こ

れら殆ど全てが中国語である。学校で学ぶことのなかったごく普通の日常会話（しかし、私にとっては耳

新しい用語・用法がいっぱいだった）が頭の上を飛び交った。時には突然“ 藤本老师，你想怎么样？” 「君、

どう思う。」と質問が飛んでくる。“ 靠边儿站” 「員数外の部外者として横で立たされる」はもとより“ 罚

站” 「お仕置きに立たされる」などまっぴらだと、必死になって言葉を追いかけた。こうして、目を白黒

させながらだが、昭和 26 年から 36 年までの 10 年間の教員生活で、中国語の普通日常会話や文書に慣

れ親しむことができた。日本で外国語としての中国語を学んだ人があまり訓練されることもなく、気のつ

かない、日常生活やビジネスで有用な言葉に、ここで親しむことができ、用語用法をもここで仕入れ、ま

た蓄積することができたと思う。 

この自身の経験から、知っておいて実践上必要だし、また役に立つだろうと思う学校中国語語彙を以下

にならべて見る。日本語でならこれらはごく自然に頭に入っている言葉だが中国語となると日本で育ち勉

強してきた日本人には耳新しいだろう。 



ビジネス中国語雑話 学校用語 藤本 恒 

学校用語（小・中学校を中心に） 

五十音順 

日本語単語 中文词汇 

雨傘 雨伞 

雨靴（長靴） 雨鞋、长筒鞋 

暗記する 背书 

イコール 等于 

イヤーホーン 耳机 

いじめる 欺负、捉弄 

一時間目（第一時限） 第一节（堂） 

上履き 拖鞋、草屐 

ＶＴＲ 录象机 

運動会 运动会 

運動靴 运动鞋、球鞋 

運動場 操场 

エスカレーター 自动（电动）扶梯 

エレベーター 电梯 

映写機 电影摄影机 

遠足 远足、徒步旅行 

鉛筆 铅笔 

ＯＨＰ 架空投影机 

鬼ごっこ、かくれんぼ 捉迷藏 

お休みをとる 请假 

家庭訪問 家访、家庭访问 

かさ（をさす、ひろげる） （打、撑）伞 

かばん 书包 

解散｛号令｝ 解散！ 

階段 楼梯 

学校から帰る（放課後） 下学（放学回家） 

掛ける（掛算） 乘 

括弧 括弧 

駆け足前へ進め｛号令｝ 跑步跑！ 
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頑張れ｛激励の掛声｝ 加油！加油！ 

気をつけ｛号令｝ 立正！ 

起立｛号令｝ 起立！ 

休憩時間 休息时间 

級長 班长_ 

教員室 教员休息室 

教科書（テキスト） 课本 

教室 教室、课堂 

教鞭 教鞭 

クラブ活動 课外（集体）活动、 

九九 九九歌（九九口诀） 

けんか（口喧嘩）する 打架（吵架） 

消しゴム（で消す） 橡皮（用～擦） 

５％ 百分之５ 

コピー機 复印机 

ごみ箱 垃圾箱 

ゴム靴 橡皮鞋 

校長（学長） 校长 

講堂 礼堂 

校務員（小使いさん） 工友（工役） 

号令 口令 

合格 及格 

黒板 黑板 

黒板拭き（イレーザー） 板擦 

３ポイント ３个百分点 

サボる 逃学（旷课） 

作文 作文 

三乗 立方 

算数 算术 

「10」の 10 乗 “ 十” 的十次方 

シャープペンシル 自动（活动）铅笔 

下敷き 垫板 
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試験（テスト） 考试 

自習（する） 自习、自学 

辞書 字典·词典 

授業が始まる（終了する） 上课（下课） 

ジャングルジム 攀登架 

じゃんけん 猜猜猜、猜拳 

集合（集まれ）｛号令｝ 集合！ 

修学旅行 进修旅行 

十乗 十次方 

宿題 家庭作业 

塾 私塾、补习学校 

出（欠）席（する） 出（缺）席 

出欠をとる 点名 

出席簿 点名簿（本） 

小数点 小数点 

定規 尺 

二乗 平方 

スケート 場滑冰场 

ズック靴 帆布鞋 

スピーカー 扩声器、喇叭 

スライド 幻灯机 

スリッパ 拖鞋 

滑り台 滑梯 

制服 学生服 

整列｛号令｝ 排队！ 

生徒（児童・学生） 学生 

席に就く、坐る 就座、坐下 

先生 老师 

全体止れ｛号令｝ 立定！ 

雑きん 抹布、搌布 

掃除 打扫 

卒業旅行 毕业旅行 
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足す（足算） 加 

体育館 体育馆 

代返（する） 代替应到 

立つ（立ち上がる） 站起来 

チャイム 铃（打铃） 

貯金（する） 存钱、存款 

チョーク 粉笔 

塵取り 簸箕 

遅刻（する） 迟到 

着席｛号令｝ 坐下！ 

綱引き 拔河 

テープ 录音带 

テニスコート 网球场 

テレビジョン 电视机 

手を挙げる 举手 

鉄棒 单杆 

ドリル 反复训练、练习 

トレパン（トレシャツ） 运动裤（运动衫） 

登校する（朝） 上学 

当番 值日生（值班生） 

飛び箱 跳箱 

仲直り（する） 和好 

長靴 长筒鞋、雨鞋 

縄跳び 跳绳 

２分の１ 二分之一 

ノート 笔记本 

はい（出席簿点呼での返事） 到！ 

はい（名を呼ばれた時の返事） 是！ 

パーセント 百分比（百分率） 

番号｛号令｝ 报数！ 

引く（引算） 减 

ピクニック 郊游·野游 
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微積分 微积分 

病気欠席（する） 请病假 

プール 游泳池 

プリント（を配る） （发）讲义 

ぶらんこに（乗る） （荡）秋千 

フレーフレー｛激励｝ 加油！加油！ 

踏み台（跳躍台） 跳板（台） 

父兄 家长 

父兄会・PTA 家长会 

平行棒 双杆 

（校内）放送 （校内）广播 

ポイント 百分点 

ボールペン 圆珠笔 

補習 补习 

本を開く（閉じる） 翻开（合上）课本 

箒 扫帚 

マイク 麦克风 

マット 垫子 

回れ右｛号令｝ 向后转！ 

回れ右前へ進め｛号令｝ 向后转走！ 

前へならえ｛号令｝ 

（上記の）直れ 

向前看齐！ 

手放下！ 

右へならえ｛号令｝ 

（上記の）直れ 

向右看齐！ 

向前看！ 

前へ進め｛号令｝ 齐（开）步走！ 

万年筆 钢笔（自来水笔） 

右（左）向き前へ進め｛号令｝ 向右（左）转走！ 

右（左）向け右（左）｛号令｝ 向右（左）转！ 

休め｛号令｝ 稍息！ 

予習（復習） 预习（复习） 

落第 不及格、留级 

ルート 平方根 
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礼｛号令｝（上記の）直れ 敬礼！ 礼毕！ 

ロッカー 衣柜、橱柜 

廊下 走廊 

録音機（テレコ） 录音机 

割る（割算） 除 

 


