
オンラインレッスン中国語初級 1　学習項目 2020.1現在

回数 ブック タイトル タイプ 会話の場面 文法の要点

1 発音練習 (1) 発音

2 発音練習 (2)と登場人物紹介 発音

3 第1課　ほかの色はありますか。 (1) 文法

4 第1課　ほかの色はありますか。 (2) 文法

5 第1課　ほかの色はありますか。 (3) 会話

6 第1課　ほかの色はありますか。 (4) 練習

7 第2課　すぐに持ってまいります。 (1) 文法

8 第2課　すぐに持ってまいります。 (2) 文法

9 第2課　すぐに持ってまいります。 (3) 会話

10 第2課　すぐに持ってまいります。 (4) 練習

11 第1・2課　発話練習 発話練習

12 第3課　あなたは中国語が本当に上手ですね。 (1) 文法

13 第3課　あなたは中国語が本当に上手ですね。 (2) 文法

14 第3課　あなたは中国語が本当に上手ですね。 (3) 会話

15 第3課　あなたは中国語が本当に上手ですね。 (4) 練習

16 第4課　あなたは何年ですか。 (1) 文法

17 第4課　あなたは何年ですか。 (2) 文法

18 第4課　あなたは何年ですか。 (3) 会話

19 第4課　あなたは何年ですか。 (4) 練習

20 第3・4課　発話練習 発話練習

21 第5課　明後日の夜の宮廷餃子宴を予約したいのです。 (1) 文法

22 第5課　明後日の夜の宮廷餃子宴を予約したいのです。 (2) 文法

23 第5課　明後日の夜の宮廷餃子宴を予約したいのです。 (3) 会話

24 第5課　明後日の夜の宮廷餃子宴を予約したいのです。 (4) 練習

25 第6課　ここ数年中国の交通はますます発達してきています。 (1) 文法

26 第6課　ここ数年中国の交通はますます発達してきています。 (2) 文法

27 第6課　ここ数年中国の交通はますます発達してきています。 (3) 会話

28 第6課　ここ数年中国の交通はますます発達してきています。 (4) 練習

29 第5・6課　発話練習 発話練習

30 第7課　これらのギョーザはまるで芸術品のようです。 (1) 文法

31 第7課　これらのギョーザはまるで芸術品のようです。 (2) 文法

32 第7課　これらのギョーザはまるで芸術品のようです。 (3) 会話

33 第7課　これらのギョーザはまるで芸術品のようです。 (4) 練習

34 第7課　発話練習と登場人物紹介 発話練習

・友人の家を訪問する 1．别……

2．様態補語

3．了……了……

・友人の家で雑談する 1．像……一样

2．主語（＋ 時間）＋ 才 ＋ 動詞

3．中国の十二支

・靴屋で買い物をする 1．既……又……

2．動詞 ＋ 一下

3．多 ＋ 単音節形容詞

・ホテルで客室係にお願いをする

発音の練習

1．方向補語①

2．数字・助数詞

3．要……了

・レストランの予約をする 1．都……了

2．概数の言い方

3．名詞の場所化

・地下鉄に乗る 1．Ａ ＋ 比 ＋ Ｂ ＋ 还 / 更……

2．Ａ ＋ 没有 ＋ Ｂ ＋ 这么 / 那么……

3．会……（的）

・レストランで料理について話す 1．以为

2．之所以……是因为……

3．像……似的

A
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35 第1課　中国人は本当に親切です。 (1) 文法

36 第1課　中国人は本当に親切です。 (2) 文法

37 第1課　中国人は本当に親切です。 (3) 会話

38 第1課　中国人は本当に親切です。 (4) 練習

39 第2課　当時の人々は本当にすごいです。 (1) 文法

40 第2課　当時の人々は本当にすごいです。 (2) 文法

41 第2課　当時の人々は本当にすごいです。 (3) 会話

42 第2課　当時の人々は本当にすごいです。 (4) 練習

43 第1・2課　発話練習 発話練習

44 第3課　これは割れやすいです。 (1) 文法

45 第3課　これは割れやすいです。 (2) 文法

46 第3課　これは割れやすいです。 (3) 会話

47 第3課　これは割れやすいです。 (4) 練習

48 第4課　私は多分1年以上映画を見ていません。 (1) 文法

49 第4課　私は多分1年以上映画を見ていません。 (2) 文法

50 第4課　私は多分1年以上映画を見ていません。 (3) 会話

51 第4課　私は多分1年以上映画を見ていません。 (4) 練習

52 第3・4課　発話練習 発話練習

53 第5課　西安の春節はとてもにぎやかでした。 (1) 文法

54 第5課　西安の春節はとてもにぎやかでした。 (2) 文法

55 第5課　西安の春節はとてもにぎやかでした。 (3) 会話

56 第5課　西安の春節はとてもにぎやかでした。 (4) 練習

57 第6課　部屋を掃除してくれる人を探しています。 (1) 文法

58 第6課　部屋を掃除してくれる人を探しています。 (2) 文法

59 第6課　部屋を掃除してくれる人を探しています。 (3) 会話

60 第6課　部屋を掃除してくれる人を探しています。 (4) 練習

61 第5・6課　発話練習 発話練習

62 第7課　頼みたいことがあります。 (1) 文法

63 第7課　頼みたいことがあります。 (2) 文法

64 第7課　頼みたいことがあります。 (3) 会話

65 第7課　頼みたいことがあります。 (4) 練習

66 第8課　何日間か有給をとって案内します。 (1) 文法

67 第8課　何日間か有給をとって案内します。 (2) 文法

68 第8課　何日間か有給をとって案内します。 (3) 会話

69 第8課　何日間か有給をとって案内します。 (4) 練習

70 第7・8課　発話練習 発話練習

・旅行の記念品を買う 1．就

2．容易 / 难 ＋ 動詞

3．結果補語③

・マンションの管理人と話す 1．離合動詞

2．条件を表す“了”

3．越……越……

・友人にお願いをする 1．可能

2．場所 ＋ 動詞 ＋ 着 ＋ 人 / 物

3．只有……才……

B

・映画館で会話をする 1．经常

2．如果……就……

3．程度補語①

・春節について話す 1．形容詞を重ねた言い方

2．程度補語②

3．虽然……但是……

・電話で家事代行サービスを申し込む 1．動詞 ＋ 给 / 在 / 自 / 于

2．主語（＋時間）＋ 就 ＋ 動詞

3．只要……就……

・レストランで会話をする 1．又

2．結果補語①

3．一点儿 ＋ 也 / 都

・観光名所を訪れて感想を話す 1．結果補語②

2．不仅……而且……

3．据说


