クラス進度表 遠東生活華語 1
コース

課

回数【60 分・90 分】

入門

1～2 課

１７回・１２回

授業内容・文型

目標

・発音 ・四声 ・日常簡単会話 ・自己紹介

・中国語の発音、四声の習得。

・数字 ・台湾の紙幣と硬貨 ・個(数量)

・簡単な挨拶、会話ができる。

・基本の動詞(吃/喝/買/有/給)

・自己紹介ができる。
・買い物ができる。

・基本の形容詞(好吃/貴/好) ・否定文
初級

3～4 課

１７回・１２回

１

初級

5～6 課

１７回・１２回

２

初級

7～8 課

１７回・１２回

３

初級

9～10 課

１７回・１２回

４

・可以/都/的の用法 ・疑問詞(誰/哪/什麼時候)

・電話がかけられる。

・曜日、時間の言い方 ・動詞(去/来) ・電話番号

・曜日、時間が正確に伝えられる。

・請/想/呢の用法

・願望が言える。

・動作の完了 ・場所の表現 ・去/在+場所+動詞

・場所を尋ねることができる。

・疑問文(有沒有/是不是) ・期間 疑問詞(怎麼)

・用事を伝えることができる。

・也/要/就/再/跟/看看の用法 ・從…往…

・道案内ができる。

・形容詞+一點 ・先…再…(動作継続) ・動詞+来/行

・好きなこと嫌いなことの説明ができる。

・要是…就…(仮定) ・疑問詞(為什麼)

・問題点を他の人に説明できる。

・因為…所以…(理由) ・了/能/還是/吧の用法

・困ったことを友達に相談ができる。

・是…V 的(強調構文) ・會/還/大概の用法

・職業など自分のことをより詳しく話せる。

・在+V(動作進行) ・就/要…了(状態) ・都/也+不/沒 V

・家族、友達のことを紹介することができる。

(全否定) ・…的時候/的話

・郵便局で郵便などの手続きができる。

・就+V,才+V ・把の用法

・呢の用法 ・每 V の用法 ・幫の使い方
初級
５

11～12 課

１７回・１２回

・太…了(程度) ・疑問詞(怎麼樣)

・レストランで注文、会計ができる。

・V+得+形容詞 ・已經…了(完了) ・得/吧/會の使い方

・料理の評価、物のおすすめをすることができる。

・比較 ・動詞+在一起 ・S+把+O+放在 ・把+O+RC
・就是 ・V+起來 ・好像 ・弄+SV

・クレームを言うことができる。
・比較の文章が使える。

クラス進度表 遠東生活華語２(A)(B)
コース

課

回数【60 分・90 分】

初級提高

1～4 課

１９回・１３回

１

授業内容・文型

目標

・越來越・V+過+Nu 次(経験)・最好・不過/以内・對…有興趣

・映画に誘ったり、興味があることを聞き出せる。

・比較文・V 完 ・怎麼/那麼/這麼・什麼都…・不但…也…

・今まで経験したこと、感想が言える。

・聽見/看見/別忘・跟…比起來…・才の用法・差不多・差一點

・友人と旅行の計画ができる。

・一…就…・訂不到・…比…更…・雖然…可是…・又…又…
初級提高

5～8 課

１９回・１３回

２

・沒有什麼…的… ・得/要看 ・不知道…・本來/後來

・休日の過ごし方が話せる。

・只好 ・快 V ・S+來/去…・不是…嗎? ・S+把…V 到…來/去

・キャンプなどのレジャーでの会話ができる。

・拿走・總是・要不然・可惜/吃不下・原來・想起來・想到

・夜市やバーで楽しめる会話ができる。

・在乎・V 得出來・看不懂・連…都…・不是…就是…
初級提高

9～12 課

１９回・１３回

３

・還是…吧 ・就・V 死了・一邊…一邊…・期間+否定+VO

・喫茶店でより細かく注文することができる。

・實在・得不得了・才・恐怕・只要…就…・這樣 V

・演劇を見ての感想が言える。

・把…一下・按…V ・V 成・既然…還…・趁・而已・VV 看

・面接でのやり取りができる。

・除了…以外,還…・曾經・滿…
初級提高

13～16 課

１９回・１３回

４

・被(受見)・老是・V 過了(経験)・V 起 O 來・V 著…・一直

・銀行で口座開設の手続き、支払いが行える。

・用…來…・於/未/由/將/之/即將/如下・一下子…一下子

・体の症状が言える。

・尤其是 ・多…・就是嘛・自從…以後…・辛虧・不算

・日記が書けて、メールが送れる。

・快・撞斷了・來不及・早/晚/快/慢一點…
初級提高

17～20 課

１９回・１３回

５

・越 A 越 B ・睡不著 ・從來不/沒 ・對…過敏 ・別/不再…了

・病院へ行って、お医者さんとやり取りができる。

・不管…都…・至少・一切・給…帶來・為/勿/亦/以免/及

・施設の張り紙が理解できる。

・誰知道…・V 著・讓・替・反正・另外・從…起…

・お祝い事に参加してお祝いの言葉がかけられる。

・形容詞の重複・滿…的・不得不・總算・卻・難怪・把…成…
初級提高
６

21～24 課

１９回・１３回

・再…就… ・怎麼回事 ・結果・V 光・V 得/不起・再説

・試験について討論できる。

・並不/沒・吃不下飯 ・多麼…・長不大・早知道…就…

・長い文章の手紙を書くことができる。

・害・寧願…也・讓・再也不…了・明明・居然・非…不可

・新聞、ニュースが読める、わかるようになる。

・終於・光…就…・左右・什麼的・V 得回來・根據・此
・因…而…・由於・該・正…中・關於・將・隨時

クラス進度表 遠東生活華語３
コース

課

回数【60 分・90 分】

授業内容・文型

目標

初中級

1～4 課

２１回・１４回

・V 是想 V,可是…・甚至於・這下子・話説回來・為了…・這就 V ・所謂的

・パソコン利用の利点と欠点について討論でき、生活の変

１

・怎麼説…・V 著 V 著就…了・…對…的影響・由…看來・使・更加・因應

化についてまた説明できる。

・只要…就可以…・成為・趕上・V 得慣・在…上・別説…就是…也/都…

・社会で起こっているニュースについて話せる。

・除非…否則… ・向…・以…為…・經…・像…這樣的

・ビジネスについて話し合いができる。

・不但…甚至…・當…時・是否…

初中級

5～8 課

２１回・１４回

２

・正要…・不過…而已・…不如…・再加上…・長期説來・這樣一來

・株、投資、世界経済について討論ができる。

・…就好了・與其…不如… ・至於・對…來説・一向…・一方面…一方面…

・高度な文型を使い、自分の意見が言える。

・隨著…而…・値得…還…・更別説…了・一連…・這樣下去…・早晚…

・金融危機など社会現象の話題について話せる。

・難道…嗎? ・即使…也…・自…以來…・首先…其次…最後…
・之所以…是因為…・為…而…・於是…・所 V 的・則

初中級

9～12 課

２１回・１４回

３

・哪裡…? ・白 V・就是…・其實…・根本…・倒是…

・人々の考え方、価値観について自分の意見が述べられる。

・到底…・簡直…・豈不…・正…・只有…才…・總而言之・不見得…

・若者の間で起こっている問題、流行りについて討論ができる。

・透了・話不能這麼説・有什麼好…的・動不動就・不論多麼…都…

・伝統と現代についての習慣や変化について取りあげ話すこ

・更何況・小自…大至…・難以 V・由此可見…・不只…還要…

とができる。

・例如…等等

初中級
４

13～16 課

２１回・１４回

・照理説…・況且…・竟然…・從…來看…・話是這麼説沒錯,不過…

・選挙、政治について討論ができる。

・看…而定・不禁…・…跟…類似・在…下・相對地・雖然如此 ・難免

・環境保護のテーマで話し合いができる。

・只要是…都…・透過…・不光是…也…・既…又…・在於…N/V 短句

・地球で起きている現象、問題点を話すことができる。

・畢竟・在…中・藉由…・進一步…・聞 N 而色變・單單…

