
中国語講座教材・内容 
 

使用教材 

「私たちの中国語教室」初級 1 

０から始める初心者向けの中国語教材。 

「私たちの中国語教室」（初級）は、短期間内で効率的に中国語のコミュニケーション力を身

につけようとする外国人初心者のために編集されたオリジナル教材です。 

全部で三冊に分かれて、一冊十課で、日常生活の中３０近くの場面でよく使われる表現と約

８００の単語、及び２００の文法が含まれています。各課は２～３の会話文や短文、語彙、

本文訳文、豊富な練習内容で構成されています。 

本教材はリスニングと会話に重点を置き、一日も早く中国人とコミュニケーションが取れ

ることを目指し、聞く・話す・読む・書く一歩一歩しっかりと進み、中国語の基礎を固めて

いきます。 

 



【目録】 

Unit 1 Greetings          第一課：挨拶 

Unit 2 Introduction         第二課：紹介する 

Unit 3 Getting to know the people  第三課：知り合う 

Unit 4 In a coffee shop/bakery          第四課：喫茶・パン屋にて 

Unit 5 Ordering food         第五課：注文する 

Unit 6 Taking a taxi         第六課：タクシーを拾う 

Unit 7 Making an appointment     第七課：デートする 

Unit 8 Booking a ticket                         第八課：チケット購入 

Unit 9 Shopping          第九課：買い物する 

Unit 10 Review           第十課：復習する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「私たちの中国語教室」初級２ 

簡単な中国語会話ができる方向け中国語教材。 

 

【目録】 

Unit 1 Sports                               第一課：運動する 

Unit 2 Asking for directions                 第二課：道を尋ねる 

Unit 3 Locations                            第三課：方向 

Unit 4 Weather                             第四課：天気 

Unit 5 At the barber's/a massage parlor     第五課：床屋・マッサージ屋 

Unit 6 At the hospital/pharmacy            第六課：病院にて・薬局にて 

Unit 7 Transportation                       第七課：交通 

Unit 8 Interviews                           第八課：面接 

Unit 9 Repairs                              第九課：修理をお願いする 

Unit 10 Review                             第十課：復習する 

 



「私たちの中国語教室」初級３ 

ある程度中国語のコミュニケーションが取れる方向け。 

 

【目録】 

Unit 1 At the hotel/laundry               第一課：ホテルにて・クリーニング屋にて 

Unit 2 Looking for an apartment/ayi      第二課：部屋を借りる・家政婦を探す 

Unit 3 Making clothes                    第三課：服を作る 

Unit 4 Asking for assistance              第四課：助けを求める 

Unit 5 Being a guest                     第五課：よそに身を寄せる 

Unit 6 Discontentment                   第六課：不満な 

Unit 7 Requests                          第七課：要求 

Unit 8 Suggestions                       第八課：提案する 

Unit 9 Farewell                           第九課：別れを告げる 

Unit 10 Review                           第十課：復習する 

 



「私の中国語教室」中級１ 

「我的漢語教室～私の中国語教室」（中級）の第一冊目。全 10 課。同僚に自分の経歴を紹

介する、中国人の家を訪問する、旅行を手配する、上司と仕事を通じてコミュニケーション

するなどの日常会話に重点が置かれている。 

各課のにリスニングを含む HSK に似た練習問題が付いているので、中国語会話を習得す

るだけでなく、HSK 受験対策教材としても役立つ。 

本文以外の新出単語、解説、コラム等に日本語と英語訳付き。 

 

【目録】 

Unit 1 I lived in New York for over seven years 

第一课 我在纽约住了七八年          第一課 ニューヨークに七八年間住んでいました 

Unit 2 How do you celebrate the Mid-Autumn Festival? 

第二课 中秋节你怎么过？            第二課 中秋節はどうやって過ごしますか 

Unit 3 I put it in the drawer just now 



第三课 我刚把它放在抽屉里          第三課 さっき引き出しに入れました 

Unit 4 Sorry, I’m late 

第四课 对不起，我迟到了            第四課 すみません、遅れてしまいました 

Unit 5 I never join a tourist group 

第五课 我从不参加旅游团            第五課 私はツアーには参加しません 

Unit 6 Did everything go well on the trip? 

第六课 一路上顺利吗？              第六課 道中順調ですか 

Unit 7 I am really worried! 

第七课 真急死我了！                第七課 焦った 

Unit 8 How does she look? 

第八课 她长的什么样？              第八課 彼女はどんな人ですか 

Unit 9 Where shall I show them around? 

第九课 带他们去哪里玩儿好呢？  第九課 どこに遊びにつれて行ったらいいんでしょうか 

Unit 10 How big this digital mall is! 

第十课 这家数码广场真大啊         第十課 このデジタル広場は本当に大きいですね 

 

 

 

 

 

 



「私の中国語教室」中級２ 

「我的漢語教室～私の中国語教室」（中級）の第二冊目。全 10 課。上海の交通、エクササ

イズ、住宅、娯楽、中国人の数字に関する迷信等の話題を中心に自分の意見を発表できるよ

うな実践的な内容となっている。 

各課のリスニングを含む HSK に似た練習問題が付いているので、中国語会話を習得するだ

けでなく、HSK 受験対策教材としても役立つ。 

本文以外の新出単語、解説、コラム等に日本語と英語訳付き。 

 

【目録】 

Unit 1 Taking metro or light rail is a better choice 

第一课 坐地铁和轻轨是更好的选择  第一課 地下鉄とモノレールを使ったほうがいいです 

Unit 2 Of course you have to eat roast duck  

第二课 烤鸭当然非吃不可       第二課 北京ダックはもちろん食べなければいけません 

Unit 3 Let’s go to the cinema sometime  



第三课 什么时候去看电影吧          第三課 いつか映画を見に行きましょう 

Unit 4 Let’s go to gym together  

第四课 我们一起去健身吧           第四課 一緒に運動に行きましょう 

Unit 5 I need a new secretary  

第五课 我需要一个新秘书           第五課 新しい秘書が必要です 

Unit 6 Houses are all so expensive  

第六课 房价偏偏都那么贵           第六課 地価はあいにく高いです 

Unit 7 Maybe we’re not compatible  

第七课 也许我们在一起并不合适     第七課 私たちは合わないかもしれません 

Unit 8 New words from the newspaper  

第八课 报纸上的新名词             第八課 新聞の中の新しい名詞 

Unit 9 Why are there so many 8s?  

第九课 怎么这么多 8 啊？       第九課 どうしてそんなにたくさんの８があるのですか 

Unit 10 First day at work  

第十课 第一天上班                 第十課 出勤の初日 

 

 

 



 

「私の中国語教室」中級３ 

「我的漢語教室～私の中国語教室」（中級）の第三冊目。全 10 課。孔子思想、中国人の養

生保険、民間伝説、習俗など中国文化の話題を中心とした内容となっている。 

各課のリスニングを含む HSK に似た練習問題が付いているので、中国語会話を習得するだ

けでなく、HSK 受験対策教材としても役立つ。 

本文以外の新出単語、解説、コラム等に日本語と英語訳付き。 

  

【目録】 

Unit 1 I’m afraid I’ll make a fool of myself  

第一课 我怕会出洋相                第一課 恥をさらすのではないかと心配しています 

Unit 2 Eating zongzi and rowing dragon boats  

第二课 吃粽子和划龙舟              第二課 ちまきと竜舟 

Unit 3 Even I want to retire immediately  

第三课 连我都想立刻退休了          第三課 私もすぐに定年退職したいです 



Unit 4 It would be better to bring one more umbrella when it rains  

第四课 雨天最好多带一把伞     第四課 雨の日は、もう一本傘を持ったほうがいいですよ 

Unit 5 We have the result of the market survey  

第五课 市场调查的结果出来了         第五課 市場調査の結果が出てきました  

Unit 6 Drink Chinese wolfberry tea often  

第六课 常喝枸杞茶                   第六課 よくクコ茶を飲みます 

Unit 7 The founder of Confucianism  

第七课 儒家思想的创始人            第七課 儒家思想の創始者 

Unit 8 Giving a red envelope as a gift saves trouble  

第八课 送红包省事                  第八課 お祝い金を送れば、手間が省けます 

Unit 9 You certainly need to make a greater effort!  

第九课 你们一定要加油啊!           第九課 しっかり頑張ってください 

Unit 10 Mother-in-law sees son-in-law  

第十课 丈母娘看女婿                第十課 妻の母親は嫁婿を見定めます 

 

 

 

 

 

 

 

 



初級１ 

  「中国語会話 301 文」（上）（第四版）北京大学出版社  

   

第一課：こんにちは 

第二課：お変わりありませんか 

第三課：お仕事忙しいですか 

第四課：お名前は何とおっしゃいますか 

第五課：ちょっと紹介します 

復習１ 

第六課：あなたの誕生日は何月何日ですか 

第七課：あなたは何人家族ですか 

第八課：今は何時ですか 

第九課：あなたはどこに住んでいますか 

第十課：郵便局はどこですか 

復習２ 

第十一課：私はみかんを買いたいです      

第十二課：私はセーターを買いたいです 

第十三課：乗り換えが必要です       

第十四課：私は両替に行きたいです 

第十五課：私は写真を撮りたいです       

復習３ 

第十六課：京劇を観たことがありますか   

第十七課：動物園に行きます。 

第十八課：道中お疲れ様でした       

第十九課：歓迎いたします 

第二十課：私たちの友情のために乾杯    

復習４ 

 



初級２  

「中国語会話 301 文」（下） 

 

第二十一課：ご参加ください 

第二十二課：私は行けません 

第二十三課：すみません 

第二十四課：彼に会えなくて、本当に残念です 

第二十五課：この絵は本当に美しい 

復習５ 

第二十六課：おめでとう 

第二十七課：タバコをやめてください 

第二十八課：今日は昨日より寒いです 

第二十九課：私も水泳が好きです 

第三十課： ゆっくり話してください 

復習６ 

第三十一課：あそこの景色は本当にすばらしいです      

第三十二課：切符を買いましたか 

第三十三課：部屋を二つ予約しました       

第三十四課：私は頭が痛い 

第三十五課：少しよくなりましたか       

復習７ 

第三十六課：私はもうすぐ帰国します  

第三十七課：あなたたちと本当にお別れしたくない 

第三十八課：ここは託送できますか       

第三十九課：空港まで送ることができなくなりました 

第四十課： 道中ご無事で 

復習８ 



中級１ 

  「中国語を話そう」上巻 

 

第 1課：私はこの仕事が好きだ 

第 2課：私は仕事が忙しい 

第 3課：彼女は私よりもっと忙しい 

第 4課：私はスケートを教える 

第 5課：私はあなたと体を鍛える 

第 6課：バスを待つ 

第 7課：立派な自転車 

第 8課：彼女はダンスのほうが好きだと思う 

第 9課：映画で言葉を学ぶ 

第 10 課：中国書道と中国画 

第 11 課：方言と標準語 

第 12 課：漢字の面白い話 

第 13 課：あなたは私のを使いなよ 

第 14 課：仕事にも限度がある 

第 15 課：今日は良い天気ですね 

第 16 課：同じ季節に 

第 17 課：私は雪景色が見たい 

第 18 課：私は頂上に登った 

第 19 課：明日動物園に行く 

第 20 課：私は桂林が一番好き 

 



中級２ 

  「中国語を話そう」下巻 

 

第 21 課：私の名前は京京と言います 

第 22 課：私は申年です 

第 23 課：春節 

第 24 課：結婚式 

第 25 課：花嫁がとても美しい 

第 26 課：故宮卸花園 

第 27 課：北京の道 

第 28 課：金水橋を渡った最初の人 

第 29 課：天安門 

第 30 課：再会を祈って乾杯 

第 31 課：王さん、遊びに来ました 

第 32 課：私はあらまししか知らない 

第 33 課：老学生 

第 34 課：保険を掛けるようなもの 

第 35 課：都一処 

第 13 課：有名な軽食 

第 37 課：ギョーザ 

第 38 課：栗の粉で作ったシャオウオトウ 

第 39 課：中央民族大学を見学する 

第 40 課：工芸美術の工場を見学する 



中国語の世界標準テキスト STANDARD COURSE１～４級(日本語注釈あり) 

「教程 1」の課本（テキスト）で、全 15 課、新 HSK1 級で問われる単語 150 語、重

要語句 45 項目をカバーする。目次部分には、各課のタイトルの他、学習単語、重要語句な

どが一覧となっており非常に分かりやすい。実際の試験用紙に近いレイアウトが特徴で、カ

ラー印刷、MP3 形式の CD が付く。 

「教程 2」の課本（テキスト）で全 15 課、新 HSK2 級で問われる単語 300 語（同 1 

級 150 語を含む）をカバーする。目次部分には、各課のタイトルの他、学習単語、文法事

項などが一覧となっており非常に分かりやすい。実際の試験用紙に近いレイアウトが特徴

で、カラー印刷、MP3 形式の CD が付く。 

「教程 3」の課本（テキスト）で全 20 課、新 HSK3 級で問われる単語 600 語をカバ

ーする。本書の学習を終了した学生は、HSK3 級の試験に十分対応でき、相応の中国語レベ

ルに達する。 

「教程 4」（上）の課本（テキスト）で全 10 課、新 HSK4 級で問われる単語の半分の 

300 語をカバーする。50 の重要な語彙とフレーズの用法および 10 組の間違いやすい単語

を詳しく説明する。本書の学習を終了した学生は、中国語で比較的広範囲の話題で話すこと

ができ、母語話者と中国語で流暢に話せることを目標としている。 

    「教程 4」（下）の課本（テキスト）で全 10 課、新 HSK4 級で問われる単語のもう半

分の 300 語をカバーする。50 の重要な語彙とフレーズの用法および 10 組の間違いやす

い単語を詳しく説明する。本書の学習を終了した学生は、中国語で比較的広範囲の話題で話

すことができ、母語話者と中国語で流暢に話せることを目標としている。 

  

 

 

 

 

 

 



中国語の世界標準テキスト STANDARD COURSE５～６級(日本語注釈なし) 

「教程 5」（上）の課本（テキスト）で全 18 課、新 HSK5 級で問われる単語の半分で

ある 1,200 語をカバーする。60 の重要な語彙とフレーズの用法および 18 組の間違いやす

い単語を詳しく説明する。本書の学習を終了した学生は、中国語で比較的広範囲の話題で話

すことができ、母語話者と中国語で流暢に話せることを目標としている。 

「教程 5」（下）の課本（テキスト）で全 18 課、新 HSK5 級で問われる単語のもう半

分である 1,200 語をカバーする。50 の重要な語彙とフレーズの用法および 18 組の間違

いやすい単語を詳しく説明する。本書の学習を終了した学生は、中国語で比較的広範囲の話

題で話すことができ、母語話者と中国語で流暢に話せることを目標としている。 

「教程 6」（上）の課本（テキスト）で全 20 課、新 HSK6 級で問われる単語の半分で

ある 1,300 語をカバーする。60 の重要な語彙とフレーズの用法および 20 組の間違いやす

い単語を詳しく説明する。本書の学習を終了した学生は、容易に聞いたり読んだりする中国

語の 情報を理解でき、口頭ないし書面で自身の意見を表現できるようになることを目標と

する。 

「教程 6」（下）の課本（テキスト）で全 20 課、新 HSK6 級で問われる単語のもう半

分である 1,300 語をカバーする。60 の重要な語彙とフレーズの用法および 20 組の間違

いやすい単語を詳しく説明する。本書の学習を終了した学生は、容易に聞いたり読んだりす

る中国語の情報を理解でき、口頭ないし書面で自身の意見を表現できるようになることを

目標とする。 

      

 

 



上級１ 

  「漢語口語習慣用語教程」 

 

第一课 我自己的钱爱怎么花就怎么花（自分のお金は使いたいように使うわ） 

第二课 这次考试又考砸了（今度のテストもまたしくじった） 

第三课 这 60 块钱就打水漂儿了（その六十元が泡のように消えてしまう） 

第四课 你可真是个马大哈（君は本当に粗忽者だね） 

第五课 这事让我伤透了脑筋（これには随分悩まされた） 

第六课 有的路口都乱成一锅粥了（ある交差点ではもう蜂の巣をつついたような騒ぎだ） 

第七课 这都是看爱情小说看的（これはみんな恋愛小説を読み過ぎたせいよ） 

第八课 在工作上他向来一是一，二是二（仕事の面では彼はいつも几帳面です） 

第九课 为了孩子我们豁出去了（子供のためなら思い切ってやりますよ） 

第十课 这事儿八成儿得黄（この件は多分おじゃんになる） 

第十一课 谁都猜不出他葫芦里卖的什么药（誰も彼が何を考えているか分からない） 

第十二课 你现在是鸟枪换炮了（君は大変身したね） 

第十三课 拿到票我这一块石头才算落了地（チケットを手に入れてやっとほっとした） 

第十四课 你说这叫什么事儿啊（これはいったいなんということかしら） 

第十五课 我已经打定主意了（私はもう決心したんだ） 

第十六课 那些菜真不敢恭维（あの料理はお世辞にもおいしいとは言えない） 

第十七课 此一时彼一时（あの時はあの時、今は今） 

第十八课 老坐着不动可不是事儿（いつも座ってばかりいては良くないよ） 

第十九课 我觉得他说在点子上了（彼の言うことは急所を突いていると思う） 

第二十课 他给我们来了个空城计（彼は空城の計を使ったんだよ） 



上級２ 

   特定の教材はございません。 話すテーマは、生徒その日の学校や会社で

の出来事、先生に聞きたい中国の事情、中国や日本の新聞・ニュース等、なんで

も結構です。 講師は生徒が話したいと思っている内容を、文法的により正確に、

またより適切な表現に直して、生徒がより自然な中国語を話せるように教えて

くれます。 

また最新の中国事情について一般的に読まれているニュースサイトの記事を読

むことをおすすめしています。 新聞をフリートークの教材として使用すること

で辞書には載っていない最新の単語や言い回しを覚えることができ、非常に有

効です。 新聞を読むことで『今』の中国をリアルタイムで知ることができ、楽

しんで中国語を勉強していただけます。   

中国に関する文化や習慣、日本人について、言葉に関する話など興味深いトピ

ックについて、中国語講師と意見交換することで実践的な会話力を身につけま

す。 


