
クラス進度表 汉语口语初级 1 

コース 課 回数【60分・90分】 授業内容 目標 

入門 １～５課 １５回・１０回 ・発音 ・四声 ・日常簡単会話 ・自己紹介  

・数字 ・年齢 

・中国語の発音、四声の習得。 

・簡単な挨拶、会話ができる。 

・自己紹介ができる。 

初級 

１ 

６～９課 １７回・１３回 ・曜日、時間の言い方 ・出発地点、到着地点の表現 

・形容詞、量詞、動詞 ・存在文 ・所有 

・お金、番号の言い方 ・疑問文 ・完了 

・動詞重ね型 ・就の用法 

・曜日、時間が伝えられる。 

・場所になにがあるか言える。 

・形容詞を使い、物の状態が言える。 

・動詞を使い、簡単な文が作れる。 

初級 

２ 

１０～１３課 １７回・１３回 ・体の部位 ・病気の表現 ・喜欢 ・能と可以 

・怎么/才の用法 ・形容詞疑問文 

・想の用法 ・状態(着) ・様態(好像) 

・理由を表す所以 ・仮定表現 

・体の状態、調子が伝えられる。 

・怎么を用いて、相手に質問できる。 

・自分の要望、好きなこと、できることが言える。 

・理由を述べる事ができる。 

初級 

３ 

１４～１７課 １７回・１３回 ・天気の表現 ・程度表現 

・伝聞 ・過去の表現 

・期間の回数 ・多＋形容詞（程度） 

・什么时候/只 ・人の愛称 

・移動表現 ・又…又…（類似の列挙） 

・V＋得懂/不懂 ・来（注文） ・比較文 

・天気が伝えられる。 

・程度表現を使って、物、事の程度が言える。 

・聞いた話を相手に伝えられる。 

・過去のことが話せる。 

・レストランで注文ができる。 

・比較文が使える。 ・道案内ができる。 

初級 

４ 

１８～２１課 １７回・１３回 ・程度表現② ・並列列挙 

・願望・感謝の表現 ・強調構文 

・現在進行形 ・条件文 

・程度が極めて高い表現が使える。 

・相手に要求、感謝の気持ちが伝えられる。 

・並列列挙、強調構文、現在進行形、条件文を用

いて、複文が作れる。 

初級 

５ 

２２～２５課 １７回・１３回 ・打算怎么？ ・地方+离+地方 ・你还没…吧？ ・先…，再… 

・S+得… ・S 都…了 ・你不是…吗？・S+以为…・一边…一边…  

・S+最…了  ・不是…，是…  ・等…再…  ・…还是… ・S+一 N+

比+一 N+形容词  ・这些 N 没有一… ・S+在上・…会…吗？・全…・

一…就…・提前…・…着了吗？没 V 着 ・形容词+死+S+了 

・自分の判断、考えが伝えられる。 

・順序にそって、話ができる。 

・同時進行、予定、状況説明、追加表現が使える。 

・目的達成、目的未達成が言える。 



クラス進度表 汉语口语初级 2 

コース 課 回数【60分・90分】 授業内容 目標 

初級提高 

１ 

 

 

１～４課 １７回・１３回 ・再和又・过…・是……的 ・吧？ ・可……了 ・好几/哪/种 

・先 ・多少钱 ・刚才……现在 ・就……了  ・别 V   

・什么…什么・比如……啦……啦  ・越……越…… 

・又……又……  ・也有同样的……  ・一……就…… 

・過去のことが話せる。丁寧な言葉遣いができる。 

・数量の表現を使って、買い物ができる。 

・場所の距離が正確に伝えられる。 

・禁止の表現を使うことができる。 

・人・物の状態を説明することができる。 

初級提高 

２ 

５～８課 １７回・１３回 ・是……可是…… ・……不了 ・被 ・连……也…… 

・要是……就…… ・不好意思 ・最 ・不如  ・已经……够了 

・随便 V ・先……然后…… ・等……再…… ・差不多……都 

・一点儿都……・特别…… ・……的是……的是  ・A 没有 B 

・可+否定  ・物+叫……  ・有的是  ・先 V 着……  ・就 

・受け身の文が使える。 

・比較文を用いて、どちらがいいか判断できる。 

・将来発生することが言える。 

・完全否定、感情表現が使える。 

初級提高 

３ 

９～１２課 １７回・１３回 ・就行/才行 ・好几…… ・老…… ・马上  ・连着 

・一般要……才能……・一声儿・怕……所以…… ・等等 ・要命 

・N 再……一点儿……・有什么用 ・谁知道  ・怎么说呢 ・我说 

・看来  ・感兴趣  ・比……还要好 ・实在 ・虽然……可是…… 

・对 N 也……  ・越来越  ・不过  ・不一定 

・興味があることについて詳しく話すことが 

できる。 

・程度の変化がうまく伝えられる。 

・逆接の言葉を用いて、物事が話せる。 

 

初級提高 

４ 

１３～１６課 １７回・１３回 ・或者 ・欢迎光临 ・本+N・自……以来・真不知道该怎么…… 

・因为……所以……才 ・V+不着 ・一口气  ・夜车  ・嘛 

・有一天 ・V 下去  ・而且  ・还不如  ・再加上  ・有的  ・好的 

・光顾  ・算了  ・只要……就……  ・本来 ・实在  ・有什么 

・有什么不敢的  ・还是  ・该……了  ・越来越……得  ・听说 

・過去の事、未来のことがきちんと話せる。 

・理由を相手に説明して、状況が伝えられる。 

・お店で品物の要望、返品等の話ができる。 

・美容院へ行って、髪を切ることができる。 

初級提高 

５ 

１７～２０課 １７回・１３回 ・可不是 ・多+形+啊 ・了・不用……了  ・不如 

・越来越……了，也越来越……了 ・除了……以外……都 

・N 变+形容词+了 ・形容词重ね型 ・什么呀 ・没事了 

・顾得上  ・对……  ・VV 看  ・快 V ・对身体不好  

 ・以为……原来・夜猫子  ・能……就  ・好了（明白/愿望） 

・每隔 ・形容词+得受不了・都……了，还……  ・看把……的 

 ・吃醋 ・希望…… ・要是…该多好 

・気持ちを上手に伝えられる。 

・形容詞で描写の表現ができる。 

・テーマについてうまく話すことができる。 

・病院へ行って、症状が説明できる。 

・将来の願望を大勢の前で話すことができる。 

 

 



クラス進度表 汉语口语初级提高 

コース 課 回数【60分・90分】 授業内容 目標 

初中級 

１ 

１～３課 １３回・１０回 ・说实话 ・广东话和普通话 ・你看你・老（副词） ・有点儿 ・没想到 

・快把+N+V ・我以为…呢・V+得一定很+形容词—+吧 ・刚+VP+就想+V+了 ・

疑问词+也+没…  ・快……吧 ・有的都+VP了 ・由……组成 ・谁…谁… ・

实在抱歉…・…一样都是…  ・一般…  ・一定要 V 不能 V  ・…终于…・不

…不…（否定） ・複音節形容詞重ね型  ・好＝可以/以便/用于  ・难怪  ・

麻烦您  ・不…不准  ・白 V了   ・刚…就… ・好好 V ・好让 ・…多… 

・自分の思いを誠意をもって相手に伝えられる。 

・バカンスの事が話せる。 

・公共手段を使って、いろいろな処に行ける。 

・友人とスポーツ観戦ができる。 

 

初中級 

２ 

４～６課 １３回・１０回 ・不论…都（也）… ・A就 A吧 ・端午节 粽子 ・农历・量词重复（每…）   

・从来…否定+真…  ・好办法・文，就把 N 当做 N  ・…而且… ・别 V 了，

快… ・看把你…的・V重复型 ・看人准…  ・不是 A 是 B  ・如果…，S能… 

・从时起，…  ・东西  ・得满分  ・心好  ・文，你说 A 不 A？・…有的是

…  ・S 每…都…  ・你没听说过…吗？・正因为…，才…  ・S早就… 

・条件文を使い、結果を述べる事ができる。 

・相手に同意の気持ちを伝えられる。 

・形、動詞の重ね型を用い、様態について話せる。 

初中級 

３ 

７～９課 １３回・１０回 ・人家・那个意思 ・他的心 ・V这 V 那的  ・S 比+疑问句+都+形容词 

・形容词重ね型+挺  ・并不+…  ・A也不如 B  ・什么 N 让人这么…・只好 

・这么…的样子  ・要不…   ・V不惯  ・V惯了    ・来的…・以为 以为   

・既…也…  ・…结果…  ・要…也要…・到处  ・就  ・…不如… 

・いろいろな比較文、可能補語、補足説明の文型

を使いより高度なレベルで話せる。 

初中級 

４ 

１０～１２課 １３回・１０回 ・S+早…・些・不…不・都…还…・同时…・…挺…，不如…・对… 

・只要…就…一定能 ・喜事/喜糖/喜酒・怪不得…，原来…・然后・最少 

・拿…开心了・将来…・祝…・说实话，… ・这说明…越来越…了・拿…来说 

・或者/还是・难道…吗・不是…就是…・对…对…・除了…还…・一，一・对 

・有的…有的…・虽然…可是…・怎么对…就・各 N 有名 N 的・不是…就是… 

・面接でのやりとりができる。 

・お祝いでの席での祝辞が言える。 

・人それぞれの趣味について詳しく話せる。 

初中級 

５ 

１３～１５課 １３回・１０回 ・口福・不够朋友・非…不可・建议…・谁爱 V 什么就 V什么・谁知道 

・你别笑话我，…・…比+什么都…・要是…最好…・一 V，N 会更…・如果我

是你，我就说…・尤其是…・…对…・只有…才…・跟…似的 ・形容词+死了 

・还是…・千万・不用…根本…・由于…・想不到…・也不能…・时+S 还…时

…都 V 了 ・就 ・…要多…有多…・还不…那不…・是…但是… ・不…，…吧？ 

・…，有…，有…・一点儿也没有・…哪儿比得上…呢…？・有好多…・不一

定比・哪儿有…・…越…，…越… 

・最善の提案ができる。 

・思っていなかったことや、原因を提示して、 

意見、事実が言える。 

・対比する２つの話題からそれぞれのいい点、 

悪い点が言える。 



クラス進度表 汉语口语初级提高 

コース 課 回数【60分・90分】 授業内容 目標 

初中級 

６ 

１６～１８課 １３回・１０回 ・除非…才…・没志气・说到做到・人各有志・刚…还…・…才能…・好像没

有・一…都(也)+否定・为了…要求…・一点儿不比…・例如…・为什么还（非）

…呢？・常道理・…不算…・真行・差点儿・要不是・N有 N 的…・连…还+否

定・并不是・终于・前些+期间…・先…然后再… ・…都…，越…越…・…不

是问题，问题是… ・…特别是… ・联系・一路平安・久・让… ・S把…・不

爱…来…吧・为+文・…一下子就…了・当时・就要…了，快…・…的话，一定

… ・替…・…结束了 

・例示を示して、長文が作れる。 

・目的達成のためにしないといけないことが伝え

られる。 

・長文を用いて、疑問に思ったことを相手に言え

る。 

・旅行の計画、細かい予定が上手に伝えられる。 

・思い出話、将来の願望が相手に伝えられる。 

 

 


