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<はじめに> 

こんにちは。 

舞草亮です。 

あなたはこれから中国語の勉強を始めますか？ 

もしかしたら、もうすでに知っている単語が少しあるかも知れませんね。 

今回のレポートはそんなあなたへのメッセージです。 

 

このレポートでは、すごく大切で最初に知るべきなのに多くの人が知らない。 

しかも、誰も教えてくれない考え方をお伝えします。 

この考え方を知らないと勉強を始めてからあなたは必ず 

「どうやって中国語を勉強すればいいのか」 

「どうすれば HSK6 級に合格できるのか」 

という暗闇の中を彷徨っているような状態を何度も経験することになります。 

逆にこのレポートを読めばあなたの気持ちはぶれることがなくなります。 

 

しかも今回お伝えする考え方はすごく当たり前であるにもかかわらず、 

あなたの身近に教えてくれる人はいません。 

 

あなたの目標にすでに到達している HSK6 級の人も、中国語ペラペラの人も、 

中国語の先生も、中国語の通訳の人も、友達も、誰もあなたに教えてくれません。 

テキストや中国語関連の書籍、ネット上にも書かれていません。 

むちゃくちゃ重要な考えにもかかわらずです。 



 

ですから私はあなたにこのメッセージを伝えたいのです。 

 

（前提 1） 

今回のレポートの中ではメッセージをわかりやすくするために 

あなたの目標を HSK6 級合格（ギリギリ 180 点以上）としています。 

実際にはすでに HSK6 級に合否判定はありませんし、 

そもそもあなたの目標は HSK6 級ではないかも知れません。 

しかし、HSK6 級レベルは、勉強を始めたときの目標レベルにする人も多いので、 

このレポートではあなたの目標を HSK6 級と仮定して説明しています。 

HSK6 級ギリギリ 180 点以上というのは、 

中級レベルを卒業してギリギリ高級レベルに入ったくらいのレベルです。 

 

（前提 2） 

このレポートはいわゆる「簡単に身につく系の情報」ではありません。 

 

（前提 3） 

ざっくりと説明してあります。 

先に重要で大きな考え方から理解してもらいたいと思っているからです。 

多くの人が基礎となる大きな考え方を知らずに、 

細かいことに気をとられてしまうからです。 

細かいこととはこのレポートの中では「勉強方法」のことです。 



 

＜たくさんのアドバイス＞ 

私は知っています。 

あなたが日常的に目にしたり、聞いたりする情報の多くは「中国語の勉強方法」です。 

勉強に関するノウハウです。 

しかも、中国語ペラペラの人や中国語の先生が教えてくれるので、 

今のあなたにとっては非常に説得力があります。 

 

あなたのことを真剣に考えてくれていて、 

しかも中国語ができる人たちからのアドバイスです。 

もちろん、あなたは間違っているアドバイスだとは思いません。 

 

実際に間違っていないどころか 

それらの勉強方法に関するアドバイスは全て正しいアドバイスです。 

 

しかし、残念ながらもっと重要なことを知らなければ、 

それらのアドバイスはあなたを混乱させます。 

少なくとも、たいして重要ではないことに更にあなたの注意を向かせます。 

「勉強方法」「学校」「先生」「テキスト」「留学」等たいして重要ではないこと 

に注意を向けてしまうのです。 

 

もし、このレポートに書かれていることを知らなければ 



あなたはそれらのアドバイスに振り回される可能性があります。 

このレポートを読めば、混乱することも振り回されることもなくなります。 

 

<私のこと> 

すでにご存知かもしれませんが、 

私は中国語の先生でもなければ、中国語の通訳者でもありません。 

なおかつ中国語がペラペラでもありません。 

留学経験はもちろん、中国語の学校に通っていたことも殆どありません。 

大学の第二外国語で中国語を専攻したくらいです。 

それ以外はほぼ独学です。 

 

30 才前後のときに仕事をしながら自分で中国語の勉強をニーハオから始めました。 

今でも続けています。 

しかし、「仕事そのもの（働いている時間）」や 

「仕事の勉強（セールス、マーケティング、専門知識などの勉強）」がメインなので 

「中国語の勉強」の優先順位はかなり低いです。 

専門分野の能力がなければ、中国語を勉強しても仕事に活かせないですよね。 

 

海外に挑戦するサッカー選手が英語、イタリア語、スペイン語などを 

いくら勉強してコミュニケーション能力が上がっても、 

肝心のサッカーが上手くなければ仕事にならないのと同じです。 

サッカー選手はいつもサッカーのことを考えて、いつもサッカーの練習をしています



よね。 

 

私もいつも仕事のことを考えて、いつも仕事をしています。 

「中国語の勉強をもっとやりたいなぁ」と思うことはあっても、 

そこまで時間を割けられないのが現状です。 

もしかしたら、今のあなたもそうかも知れませんね。 

 

しかし、そんな状況でも仕事をしながら独学で 

「HSK6 級」「HSK 口試（高級）」に合格しました。 

上海で生活しながら仕事でも日常的に中国語を使っています。 

ですから、私にも中国語の勉強を始めるあなたへアドバイスをする資格があるはずで

す。 

もしかしたら、そんな私にしか伝えられないメッセージなのかも知れません。 

 

<違い> 

では重要な考え方とはなんなのでしょうか？ 

あなたが最初に考えるべきことは 

「どうすれば HSK6 級に合格するか？」ではなく 

「HSK6 級に合格した人と、していない人の違いは何なのか？」です。 

 

何が違うのでしょうか？ 

特別な「何かいい方法」があるのでしょうか？ 



 

聞くだけでペラペラになる方法があるのでしょうか？ 

特別なテキストがあるのでしょうか？ 

いいえ、ありません。 

魔法のような「何かいい方法」は 100％ありません。 

ですから「どうすれば」という「方法」はあまり重要ではないのです。 

 

方法は 100 人いれば 100 通りの方法があります。 

しかも全て正しい方法です。 

だとしたらどうしますか？ 

100 通りの方法を知って 100 通りの勉強方法を試してみようと思いますか？ 

 

私があなたに伝えたいのは 

HSK6 級に合格する 100 通りの正しい方法（実際には無限の方法があります）では

なく、 

HSK6 級に合格した無数の人達に共通する１つのことです。 

 

本当にたくさん「中国語の勉強方法」についてリアルでもネットでも聞かれます。 

でも問題はそこではありません。 

ただし、あなたが普段ネット上などで目にするのは「中国語の勉強方法」です。 

私があなたに伝えたいのは「方法」ではなく、もっと大切な「考え方」です。 

 



その「考え方」の中でも１番最初にあなたに伝えたい、 

今回のレポートの核となる考え方は「時間」です。 

勉強時間のことです。 

 

時間さえクリアすれば確実に HSK6 級に合格します。 

逆に HSK6 級に合格できていない人は確実に勉強時間が足りません。 

ですから、あなたは勉強時間をクリアすればいいだけなのです。 

特別な方法はありません。 

 

時間の概念がなく勉強していると地図なしでゴールに向かっているのと同じで、 

いつゴールに到達するのか、 

今までどのくらい進んできたのか、 

あと何時間でゴールに到達するのかわかりません。 

それでも本当に多くの人が勉強時間の概念なしで勉強を始め、勉強を続けます。 

 

＜時間＞ 

それでは次に「どのくらいの勉強時間が必要か」具体的に知りたくないですか？ 

私は知りたかったです。 

時間といっても私が知りたかったのは「何年？」ではありません。 

「1 日 1 時間の勉強で 1 年」と「1 日 5 時間の勉強で 1 年」では 

同じ 1 年でも違いますよね。 

ですから「何年」ではなく「何時間」の勉強が必要なのかを知りたかったのです。 



 

その他にも「その人によって違う」とか「やる気次第」とかでは答えになっていませ

んよね。 

私は HSK6 級に合格するには「何時間」の勉強が必要なのかを 

はっきりと知るために色々なサイトや本で調べました。 

はっきりとした時間の概念が記載されている情報はありませんでした。 

でも、かなり近い情報を発見しました。 

その情報を発見した時はすごくうれしかったのを今でも覚えています。 

しかも私が調べた他の情報も直接的にではないにしろ、 

その時間が正しいことを裏づける情報でした。 

そして、その時間は私にも当てはまりました。 

この時間は、あなたにも当てはまります。 

 

<何時間？> 

ここからがもっと重要です。 

その HSK6 級に必要な勉強時間とは何時間でしょうか？ 

気になりますよね。 

 

それは「2,000 時間」です。 

 

あなたは 2,000 時間勉強すれば HSK6 級に合格します。 

本当にシンプルです。 



たしかに注意することはいくつかあります。 

でも普通の勉強方法で 2,000 時間です。 

 

2,000 時間とは 

「1 日 2 時間の勉強を毎日 3 年間」 

「1 日３時間の勉強を毎日 2 年間」 

「1 日 6 時間の勉強を毎日 1 年間」です。 

 

イメージできましたか？ 

 

もちろん「平日は少なめで週末にまとめてやる」でもＯＫです。 

「2,000 時間やるかやらないかだけ」です。 

やれば HSK6 級に合格して、やらなければ合格しない。それだけです。 

 

もし、結果的に 2,000 時間かからなかったとしても、それはそれで嬉しいことです。 

しかし、2,000 時間勉強して合格しない人はいません。 

 

途中で新しい方法や新しい気づきで一時的な高揚感を味わったり、 

逆に、「なんか全然上達しないなぁ」と思うこともあります。 

 

でも、どちらにしても気にしないで下さい。 

気にしても、気にしなくても 2,000 時間は変わりません。 



そもそも 2,000 時間の道のりではみんな何度もうれしいことがあったり、 

心配になったりするものです。 

 

この 2,000 時間の概念を知ることで、あなたはネット上で 

「6 ヶ月で HSK6 級に合格した方法」などを目にしても 

「魔法のようなすごい勉強方法」ではなく 

「1 日平均 11 時間の勉強を 6 ヶ月続けた人の勉強方法」と気づくことでしょう。 

 

2,000 時間を 2,000 歩とイメージいいかも知れませんね。 

目の前の道をまっすぐ 2,000 歩進めばいいだけです。 

道の途中で何度も現れる 

「魔法のようなすごい方法」「魔法のような教材」に惑わされずに 

「今の先生」「今のテキスト」「今の勉強方法」を信じて進めばいいだけです。 

今日１時間の勉強をしたなら 1 歩進んで残りが 1,999 歩です。 

途中で休んでもいいんですよ。 

1,000 歩進んで休んでいれば、残りは 1,000 歩のままというだけです。 

ちょうど半分ですね。 

 

ちなみに 1,000 時間で HSK5 級に到達します。 

5 級は６級までの中間地点です。 

 

必要な時間は 6 級 2,000 時間、5 級 1,000 時間、4 級 500 時間。 



こんな感じです。 

今のあなたはまだスタート地点なので０時間ですよね。 

 

もし「現役通訳者が教える～」「聞くだけで～」「独学で HSK6 級に合格した方法」な

どの 

ノウハウが気なったら試してもいいんです。 

試してみるのは全く悪いことではありません。 

 

2,000 時間の道のりでは自然と試行錯誤して多かれ少なかれ試すことになります。 

ただし、どの方法を選んでも 2,000 時間は変わりません。 

「方法」は道具、ツールです。 

方法そのものが、あなたをあなたの目的地に連れて行ってくれることはありません。 

目的地に到達するためには自分自身で時間をクリアするしかありません。 

ですから、同じ学校、同じテキスト、同じ方法で勉強したとしても 

時間が違うので結果が違います。 

当たり前すぎますか？ 

でも私が毎日質問される内容は、 

すでに正しい方法で勉強していて、正しい方向に進んでいる人からの 

「どうやって～？」という勉強方法についての質問です。 

 

時間の概念がなく勉強していると心配になってしまいますよね。 

ゴールまでの距離を知らずに走っているのと同じです。 



暗闇を走っている気持ちになりますよね。 

 

時間の概念さえあれば、 

毎日勉強する時間を決めれば、いつゴールに到達するのかわかります。 

例えば「毎日 2 時間ずつ勉強して 3 年間で HSK6 級に合格する」などです。 

 

逆に、 

ゴールに到達する日を決めて、逆算で毎日勉強しないといけない時間もわかります。 

例えば「2 年後に HSK6 級に合格するためには毎日 3 時間の勉強が必要」などです。 

 

時間の概念がないと、勉強時間が全然足りていないのに結果を期待しがちです。 

例えば 

「毎日 2 時間の勉強を 6 ヶ月続けただけではまだ初級レベルなのに 

日常会話がかなりできるレベルを期待する」などです。 

 

仮に、すでに勉強を始めているけど何時間勉強したのかわからない場合は、 

HSK を受けてみたり、自分で模擬テストをやってみると今の自分のレベルがわかりま

す。 

今のレベルがわかれば今まで何時間の勉強をしてきたのかだいたいわかりますよね。 

そうすれば今後必要な勉強時間もわかるはずです。 

 

＜最後に＞ 



重要なのは「時間」です。 

「方法」ではありません。 

 

「時間」は大きな概念です。 

「方法」は小さな概念です。 

大きな概念がなければ、その中にある小さな概念は活かせません。 

 

時間の概念は「木の幹」です。 

方法は「木の枝」です。 

たくさんの枝から最終的な成果となる「実」がなります。 

どの枝も全て正しい枝です。 

ただし幹は 1 つです。 

 

いかがでしたか？ 

迷わず進めそうですか？ 

このレポートがこれから中国語の勉強を始めるあなたの 

道しるべとなればうれしいです。 

 

もし、あなたの周りにこのメッセージを 

必要としている人がいたら教えてあげて下さい。 

 

他にも伝えたい重要な概念は 



「なぜ 2,000 時間をクリアできる人とできない人がいるのか（「中国語」を「勉強す

る」）」 

「全体像を知る」 

「時間配分を知る」 

「環境を作る」 

「モチベーションを維持する」 

「勉強方法の考え方」などいくつかあります。 

 

今後も新しいレポートを書こうと考えていますが、 

次回のレポートをいつ、どこでお知らせするかはわかりません。 

 

でもメルマガでは必ずお知らせします。 

タイミング的にも 1 番最初にメルマガでお伝えするので 

もし、次回のレポートに興味があればメルマガに登録してみて下さい。 

メールアドレスだけで簡単に登録できます。 

 

【メルマガ登録フォーム】↓↓↓ 

https://canyon-ex.jp/fx18119/cwsyXk 

 

今回の「時間」に関するレポートは以上になります。 

最後まで読んでくれてありがとうございます。 

 

https://canyon-ex.jp/fx18119/cwsyXk


それでは中国語の勉強がんばって下さい。 

応援しています。 

またつづき書きます。 

 

舞草亮 

2017.1.13 


