
オンラインレッスン中国語基礎改訂　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 旧基礎

1 発音の復習と登場人物の紹介 発音 ・入門で習った発音の復習
2 第1課　私たちは一緒に食べに行きましょう。 (1) 単語
3 第1課　私たちは一緒に食べに行きましょう。 (2) 文法
4 第1課　私たちは一緒に食べに行きましょう。 (3) 会話
5 第1課　私たちは一緒に食べに行きましょう。 (4) 練習
6 第2課　浦東金融ビルまでお願いします。 (1) 単語
7 第2課　浦東金融ビルまでお願いします。 (2) 文法
8 第2課　浦東金融ビルまでお願いします。 (3) 会話
9 第2課　浦東金融ビルまでお願いします。 (4) 練習

10 第2・3課　発話練習 発話練習
11 第3課　野菜の盛り合わせも一つください。 (1) 単語
12 第3課　野菜の盛り合わせも一つください。 (2) 文法
13 第3課　野菜の盛り合わせも一つください。 (3) 会話
14 第3課　野菜の盛り合わせも一つください。 (4) 練習
15 第4課　すみませんが、少し弱くしてください。 (1) 単語
16 第4課　すみませんが、少し弱くしてください。 (2) 文法
17 第4課　すみませんが、少し弱くしてください。 (3) 会話
18 第4課　すみませんが、少し弱くしてください。 (4) 練習
19 第3・4課　発話練習 発話練習
20 第5課　上海にはどんなお土産がありますか。 (1) 単語
21 第5課　上海にはどんなお土産がありますか。 (2) 文法
22 第5課　上海にはどんなお土産がありますか。 (3) 会話
23 第5課　上海にはどんなお土産がありますか。 (4) 練習
24 第6課　ご家族は何人ですか。 (1) 単語
25 第6課　ご家族は何人ですか。 (2) 文法
26 第6課　ご家族は何人ですか。 (3) 会話
27 第6課　ご家族は何人ですか。 (4) 練習
28 第5・6課　発話練習 発話練習
29 第7課　私は上海へ2度行ったことがあります。 (1) 単語
30 第7課　私は上海へ2度行ったことがあります。 (2) 文法
31 第7課　私は上海へ2度行ったことがあります。 (3) 会話
32 第7課　私は上海へ2度行ったことがあります。 (4) 練習
33 第7課　発話練習と登場人物紹介 発話練習

A

基A1課

基B6課

基A18課

・会う約束をする
・提案をする

1．从……到……

2．吧

3．多 + 動詞

・家族について尋ねる
・家族の紹介をする

・仕事などの様子を尋ねる
・場所の紹介をする

1．疑問詞“怎么”

2．副詞“刚”

3．距離の表現“离”

1．動詞 ＋ (一)点儿

2．前置詞“对……”

3．副詞“再”

1．前置詞“从……”

2．有(一)点儿 ＋ 形容詞/動詞
3．連動文

1．前置詞“往……”

2．跟/和……一样……

3．数字・助数詞

1．主語 ＋ 有 ＋ 名詞
2．跟……一起……

3．比較を表す“比”

1．二重目的語文
2．副詞“最”

3．動量詞

・運転手に行き先を伝える
・目的地まで遠いかどうか尋ねる

・料理を注文する
・料理を勧める

・感じたことを言う
・リクエストを言う

・同じであるということを述べる
・１００以上の数字の言い方
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34 第1課　シーフードピザを一つお願いします。 (1) 単語
35 第1課　シーフードピザを一つお願いします。 (2) 文法
36 第1課　シーフードピザを一つお願いします。 (3) 会話
37 第1課　シーフードピザを一つお願いします。 (4) 練習
38 第2課　ギフトコーナーは何階ですか。 (1) 単語
39 第2課　ギフトコーナーは何階ですか。 (2) 文法
40 第2課　ギフトコーナーは何階ですか。 (3) 会話
41 第2課　ギフトコーナーは何階ですか。 (4) 練習
42 第1・2課　発話練習 発話練習
43 第3課　これは入ってきたばかりの新しいデザインのものです。 (1) 単語
44 第3課　これは入ってきたばかりの新しいデザインのものです。 (2) 文法
45 第3課　これは入ってきたばかりの新しいデザインのものです。 (3) 会話
46 第3課　これは入ってきたばかりの新しいデザインのものです。 (4) 練習
47 第4課　週末は大体何をしますか。 (1) 単語
48 第4課　週末は大体何をしますか。 (2) 文法
49 第4課　週末は大体何をしますか。 (3) 会話
50 第4課　週末は大体何をしますか。 (4) 練習
51 第3・4課　発話練習 発話練習
52 第5課　ここの牛肉は柔らかくて新鮮です。 (1) 単語
53 第5課　ここの牛肉は柔らかくて新鮮です。 (2) 文法
54 第5課　ここの牛肉は柔らかくて新鮮です。 (3) 会話
55 第5課　ここの牛肉は柔らかくて新鮮です。 (4) 練習
56 第6課　最近ますます寒くなりました。 (1) 単語
57 第6課　最近ますます寒くなりました。 (2) 文法
58 第6課　最近ますます寒くなりました。 (3) 会話
59 第6課　最近ますます寒くなりました。 (4) 練習
60 第5・6課　発話練習 発話練習
61 第7課　「タンフール―」は北京の伝統的な食べ物です。 (1) 単語
62 第7課　「タンフール―」は北京の伝統的な食べ物です。 (2) 文法
63 第7課　「タンフール―」は北京の伝統的な食べ物です。 (3) 会話
64 第7課　「タンフール―」は北京の伝統的な食べ物です。 (4) 練習
65 第8課　ご迷惑をおかけします。 (1) 単語
66 第8課　ご迷惑をおかけします。 (2) 文法
67 第8課　ご迷惑をおかけします。 (3) 会話
68 第8課　ご迷惑をおかけします。 (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

基A12課

基A7課、基A13課

基B7課、基B13課

基A17課、基B9課

基A3課、基A17課

基A4課

基A1課、基A14課

基A9課、基B1課

1．已经……了

2．動作の同時進行を表す“一边……一边……”

3．伝聞表現“听说”

B ・相談しながら、料理を注文する
・技能について尋ねたり、述べた
りする

・病状を伝える
・気配りの言葉をかける

1．又……又……

2．否定疑問を表す“不是……吗”

3．主語 ＋ 会 ＋ 述語

1．副詞 “好像”

2．越来越……

3．接続詞“一……就……”

・強調する
・感想を述べる

・誘いを受ける
・許可をもらう

1．疑問詞“怎么”

2．強調構文“是……的”

3．動詞“觉得”

1．能 ＋ 述語
2．可以 ＋ 述語
3．仮定を表す“要是……（的话）”

・電話で出前をとる
・理由を言う

・売り場を尋ねる
・行き方を数える

1．副詞“还”

2．因果関係を表す“因为……所以……”

3．前置詞“给……”

1．主語 ＋ 得 ＋ 述語
2．進行形
3．接続詞“或者”

・商品を選んでもらう
・場所を尋ねる

・動作の順番を伝える
・誘う

1．動詞 ＋ 的 ＋ 名詞
2．状況の変化を表す“了”

3．接続詞“先……然后……”
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