
オンラインレッスン中国語入門改訂　学習項目 2019.1現在

回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法の要点
旧入門・旧基礎

※“基”は基礎、それ以外は入門

1 第1課 発音 (1) 発音
2 第1課 発音 (2) 発音
3 第1課 発音 (3) 発音
4 第1課 発音 (4) 発音
5 第1課 発音 (5) 発音
6 発音の復習とレッスンで役立つ表現 発音
7 第2課　私は日本人です。(1) 単語
8 第2課　私は日本人です。(2) 文法
9 第2課　私は日本人です。(3) 会話

10 第2課　私は日本人です。 (4) 練習
11 第3課　これは中国のミルクティーです。(1) 単語
12 第3課　これは中国のミルクティーです。(2) 文法
13 第3課　これは中国のミルクティーです。(3) 会話
14 第3課　これは中国のミルクティーです。(4) 練習
15 第2・3課　発話練習 発話練習
16 第4課　私は西単に住んでいます。(1) 単語
17 第4課　私は西単に住んでいます。(2) 文法
18 第4課　私は西単に住んでいます。(3) 会話
19 第4課　私は西単に住んでいます。(4) 練習
20 第5課　コーヒーを１杯ください。(1) 単語
21 第5課　コーヒーを１杯ください。(2) 文法
22 第5課　コーヒーを１杯ください。(3) 会話
23 第5課　コーヒーを１杯ください。(4) 練習
24 第4・5課　発話練習 発話練習
25 第6課　私は雲南へ行きたいです。(1) 単語
26 第6課　私は雲南へ行きたいです。(2) 文法
27 第6課　私は雲南へ行きたいです。(3) 会話
28 第6課　私は雲南へ行きたいです。(4) 練習
29 第7課　向かいにスーパーが１軒あります。(1) 単語
30 第7課　向かいにスーパーが１軒あります。(2) 文法
31 第7課　向かいにスーパーが１軒あります。(3) 会話
32 第7課　向かいにスーパーが１軒あります。(4) 練習
33 第6・7課　発話練習 発話練習

・意志や希望を述べる
・自分の気持ちを述べる

1．意志・願望を表す“想”/“要”

2．“太･･････了”

3．副詞“一起”

A11課、A12課、A17課
B11課、B15課

・勧める、頼む
・～のある、なしを尋ねる

1．“请”

2．方位詞
3．存在を表す“有”

B3課、B4課

A

・声調
・ピンイン
・覚えて便利な表現

・名前、国籍の言い方
・初対面での挨拶

1．人称代名詞
2．動詞“是”

3．自己紹介（名前の言い方）

A1課、A4課
A5課、A8課

・人に呼びかける
・ものを尋ねる
・感想を聞いたり、述べたりする

1．指示代名詞
2．名詞①＋的＋名詞②
3．形容詞述語文

A6課、B1課

・行き先を尋ねる
・住んでいる所を尋ねる

1．場所代名詞
2．動詞述語文
3．副詞“也”

A2課、A7課

・注文する
・ものを数える

1．数字、助数詞
2．副詞“都”

3．疑問詞“什么”

A14課、A17課、A18課
B8課
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オンラインレッスン中国語入門改訂　学習項目 2019.1現在

回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法の要点
旧入門・旧基礎

※“基”は基礎、それ以外は入門

34 第1課　お店は何時に閉まりますか。(1) 単語
35 第1課　お店は何時に閉まりますか。(2) 文法
36 第1課　お店は何時に閉まりますか。(3) 会話
37 第1課　お店は何時に閉まりますか。(4) 練習
38 第2課　私たちは来月出張に行きます。(1) 単語
39 第2課　私たちは来月出張に行きます。(2) 文法
40 第2課　私たちは来月出張に行きます。(3) 会話
41 第2課　私たちは来月出張に行きます。(4) 練習
42 第1・2課　発話練習 発話練習
43 第3課　私は会員カードを持っています。(1) 単語
44 第3課　私は会員カードを持っています。(2) 文法
45 第3課　私は会員カードを持っています。(3) 会話
46 第3課　私は会員カードを持っています。(4) 練習
47 第4課　私は同僚と体育館へ行きます。(1) 単語
48 第4課　私は同僚と体育館へ行きます。(2) 文法
49 第4課　私は同僚と体育館へ行きます。(3) 会話
50 第4課　私は同僚と体育館へ行きます。(4) 練習
51 第3・4課　発話練習 発話練習
52 第5課　私は日本のアニメが好きです。(1) 単語
53 第5課　私は日本のアニメが好きです。(2) 文法
54 第5課　私は日本のアニメが好きです。(3) 会話
55 第5課　私は日本のアニメが好きです。(4) 練習
56 第6課　彼女は足をけがしました。(1) 単語
57 第6課　彼女は足をけがしました。(2) 文法
58 第6課　彼女は足をけがしました。(3) 会話
59 第6課　彼女は足をけがしました。(4) 練習
60 第5・6課　発話練習 発話練習
61 第7課　早く元気になりますように。(1) 単語
62 第7課　早く元気になりますように。(2) 文法
63 第7課　早く元気になりますように。(3) 会話
64 第7課　早く元気になりますように。(4) 練習
65 第8課　現金で払いますか、それともカードで払いますか。(1) 単語
66 第8課　現金で払いますか、それともカードで払いますか。(2) 文法
67 第8課　現金で払いますか、それともカードで払いますか。(3) 会話
68 第8課　現金で払いますか、それともカードで払いますか。(4) 練習
69 第7・8課　発話練習 発話練習
70 総合練習 発話練習

・どちらか選ぶ
・過去の経験を話す
・初めての経験を話す

1．選択疑問文
2．経験を表す“过”

3．序数詞“第一次”

基A16課
基B1課、基B5課

・第三者の近況を尋ねる
・要望を婉曲に願い出る

1．反復疑問文（動詞）
2．副詞“一直”

3．疑問文“……怎么样？”

B5課

・お見舞いの言葉を言う
・比較する

1．反復疑問文（形容詞）
2．“不太”＋形容詞
3．比較を表す“比”

基A1課、基A18課
基B14課、

B

・場所を尋ねる
・時間を言う

1．存在を表す“在”

2．時間の言い方
3．時間詞

B4課
基B11課

・電話で話す
・移動先での行動を述べる

1．主語＋去/来（＋場所）＋動詞
2．年月日及び時間の長さの言い方
3．主語＋動詞＋時間の量（＋目的語）

B1課、B15課

・人を誘う
・持ち物について話す

1．“打算……”

2．所有を表す“有”

3．名詞述語文

B9課、B12課
基A1課

・気軽な動作を言う
・思ったことや推測したことを述べる
・完了した動作について言う

1．動詞を重ねた言い方
2．推察への同意を求める“吧”

3．動作の完了を表す“了”

B13課、B18課
基A4課

・趣味について話す
・（動作の）場所を言う

1．主語＋喜欢＋名詞
2．主語＋喜欢＋動詞（＋目的語）
3．主語＋在＋場所＋動詞（＋目的語）

A9課、A10課
B6課

　　2019年1月現在
© 2019 ECC Co.,Ltd.


	学習項目一覧2019.1



