
No 中国語 ピンイン 日本語

1 〜的＋名詞 de 後ろの名詞を修飾する。
2 很好看的衣服 hěn hǎokàn de yīfu とても見た目がよい服。
3 被雨水淋湿的大衣 bèi yǔshuǐ línshī de dàyī 雨水で濡れたオーバーコート。
4 去北京的⻜机 qù Běijīng de fēijī 北京へ行く飛行機。
5 淡蓝⾊的⻔ dànlánsè de mén 水色の扉。
6 廉洁的政治 liánjié de zhèngzhì きれいな政治。クリーンな政治。
7 暂时的困难 zànshí de kùnnán 一時の困難。
8 唱的人 chàng de rén 歌う人。
9 〜的＋名詞 de 後ろの名詞の所有者や所属をあらわす。
10 他的笔记本 tā de bǐjìběn 彼のノート。
11 我的孩子 wǒ de háizi 私の子供。
12 学校的操场 xuéxiào de cāochǎng 学校のグラウンド。
13 ⺠族的⾃豪 mínzú de zìháo ⺠族の誇り。
14 国家的财产 guójiā de cáichǎn 国家の財産。
15 〜的(＋消える名詞) de 対象となる名詞が会話の文脈ではっきりわかる場合、省略することがある。

16 我的(东⻄) wǒ de (dōngxi) 私の。私のもの。
17 我的(行李) wǒ de (xíngli) 私の。私の荷物。
18 去参观的(人) qù cānguān de (rén) 見学に行く人は。
19 男的(人) nán de (rén) 男の人は。男は。
20 过去的(事情) guòqù de (shìqing) 過ぎ去ったことは。
21 文末・句末の的、動詞と目的語の間の的 de 内容を強調する。
22 你的理解是对的 nǐ de lǐjiě shì duì de あなたの理解は正しいです。
23 他就会来的 tā jiù huì lái de 彼は来るよ。
24 我是从中国来的 wǒ shì cóng zhōngguó lái de 私は中国から来た。
25 你是在哪儿学的汉语? nǐ shì zài nǎr xué de hànyǔ あなたはどこで中国語を学んだのですか。
26 動詞＋時間量＋的＋目的語 de どれくらい時間をかけてしたことかを示す。
27 他学了⼀年的中文 tā xué le yī nián de zhōngwén 彼は１年中国語を勉強した。
28 农村大叔做了二十三年的酱油 nóngcūn dàshū zuò le èrshísān nián de jiàngyóu 田舎のおじさんは２３年醤油を作った。
29 人＋的＋職務・身分 de 人の役割を示す。
30 今天开会是你的主席 jīntiān kāihuì shì nǐ de zhǔxí 今日の会議の実施はあなたが議⻑です。
31 今天我的东 jīntiān wǒ de dōng 今日は私が主人役だ。今日は私がおごる。
32 動詞＋人＋的＋目的語 de 対象特定となる人物を示す。(多く離合詞の間に人物はさむ)

33 帮我的忙 bāng wǒ de máng 私を助ける。(離合詞の帮忙の対象が私。)

34 生我的气 shēng wǒ de qì 私に腹を立てる。(離合詞の生气の対象が私。)

35 並列した語句の後ろの的 de 〜といった類(たぐい)。
36 糖果, 口香糖, 巧克力的 tángguǒ, kǒuxiāngtáng, qiǎokèlì de アメ、ガム、チョコレートなど。
37 A 的 A, B 的 B de 並列を表す。
38 大的大, 小的小 dà de dà, xiǎo de xiǎo 大きいのは大きいし、小さいのは小さい。
39 話し言葉の算数に用いる的 de ⾜し算か掛け算を表し、〜に〜で。
40 四米的四米是十六平方米 sì mǐ de sì mǐ shì shíliù píngfāngmǐ ４メートルに４メートルで１６平方メートル。

的 得 地    1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 的を省けるケース。 − 人称代名詞+親族や所属。名詞＋多音節方位詞。
42 我父亲 wǒ fùqīn 私の父親。
43 你妹妹 nǐ mèimei あなたの妹。
44 我们公司 wǒmen gōngsī 私たちの会社。弊社。
45 你们店 nǐmen diàn あなたたちの店。
46 你家 nǐ jiā あなたの家。
47 邮局对面 yóujú duìmiàn 郵便局の向かい。
48 商店里边 shāngdiàn lǐbian 店の中。
49 動詞か形容詞＋得＋結果や程度 de 結果や程度が〜だ。
50 走得很快 zǒu de hěn kuài 歩くのがはやい。
51 拍得真漂亮 pāi de zhēn piàoliang 実にきれいに撮影できている。
52 ⻓得健壮 zhǎng de jiànzhuàng 健康でたくましく育つ。
53 睡得不好 shuì de bù hǎo 眠りがよくない。よく眠れない。
54 听得懂 tīng de dǒng 聞いて理解できる。
55 看得⻅ kàn de jiàn 見ると見ることができる。見える。
56 蓝得透亮 lán de tòuliàng 透き通るほど⻘い。
57 好吃得想哭 hǎochī de xiǎng kū 泣きたくなるほどおいしい。
58 怕得要命 pà de yàomìng ひどく怖い。
59 動詞か形容詞＋得 de 得のうしろに適当な言葉がない場合、得で打ち切る。
60 看把你高兴得 kàn bǎ nǐ gāoxìng de あなたのうれしそうなさまったら。
61 単音節動詞＋得 de 動詞の内容が可能であることを示す。
62 这个蘑菇吃得 zhège mógu chī de このきのこは食べられる。
63 这个蘑菇吃不得 zhège mógu chī bude このきのこは食べられない。
64 〜地+動詞か形容詞 de 後ろの語の修飾語をつくる。地を介さない場合も多い。
65 哈哈地大笑 hāhā de dà xiào ワハハと大笑いする。
66 仔细地看看 zǐxì de kàn kàn ことこまかに見る。
67 渐渐地忘记 jiànjiàn de wàngjì 徐々に忘れる。
68 突然地冷了 túrán de lěng le 突然寒くなった。
69 意外地好吃 yìwài de hǎochī 意外においしい。
70 非常地好看 fēicháng de hǎokàn 非常に見た目がよい。
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