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大変お待たせ致しました！
受講生の皆様方の熱いご要望を受けて、2023年度の公開講座では一部対面講座を再開させ
る運びとなりました！[2023 春期講座]からは、これまでのオンライン講座との二本立てで
充実したプログラムを実施致します。好評だった、二胡講座、農民画講座は、実に3年ぶり
の再開となります。
この機会に、皆様の積極的なご受講を、講師・スタッフ一同お待ち致しております！
※対面講座の教室は従前同様、プラネット淵野辺キャンパスとなります。
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■火曜クラス　全15回：4月18日（火）～7月25日（火）

時間 講座名 講師名 受講CD 時間 講座名 講師名 受講CD

10：40-12：10 中国語会話（入門A)【オンライン】 胡　久玲 232C01 13：10-14：40 中国語会話（中上級）【オンライン】 曹　瀟依 232C02

■木曜クラス　全15回：4月13日（木）～7月27日（木）

10：40-12：10 中国語会話(中上級)【オンライン】 田　園 234C01 13：10-14：40 中国語会話(初中級)【オンライン】 王　略丞 234C02

■土曜クラス　全15回：4月15日（土）～7月29日（土）

9：00-10：30 中国語会話(入門A)【対面】 小笠原 沙織 236C01 10：40-12：10 中国語会話（初級A）【対面】 陳　静 236C11

中国語会話（初級A）【オンライン】 田　園 236C02 中国語会話(中上級)【対面】 曹　瀟依 236C12

中国語会話(初中級)【オンライン】 青木　隆浩 236C03 中国語会話(中上級)【オンライン】 田　園 236C13

中国語会話(初中級)【オンライン】 塚越　千史 236C04 中国語会話(上級)【オンライン】 王　海藍 236C14

中国語会話(中級)【対面】 曹　瀟依 236C05 中国語会話(上級)【オンライン】 王　牧 236C15

中国語会話(中級)【オンライン】 王　英輝 236C06 トレーニング中国語【対面】 芳沢 ひろ子 236C16

中国語会話(中級)【対面】 陳　静 236C07 中国語読解講座（歴史読み物）★【オンライン】 塚越　千史 236C17

中国語イマージョンの旅A★【対面】 王　略丞 236C08 中国語読解講座（語学エッセイ）★【オンライン】 塚越　千史 236C18

中国語イマージョンの旅B★【対面】 胡　久玲 236C09 中国語読解講座（生活エッセイ）★【オンライン】 塚越　千史 236C19

二胡（入門）★【対面】 霍　暁君 236C10 二胡（初級）★【対面】 霍　暁君 236C20

13：00-14：30 説漢語・中国語で話そう／直接法【オンライン】 王　牧 236C21

中国語通訳翻訳【対面】 陳　静 236C22

中国語作文講座【オンライン】 田　園 236C23

発音トレーニング(入門)★【オンライン】 青木　隆浩 236C24

発音トレーニング(初級)★【オンライン】 青木　隆浩 236C25

中国農民画を描こう★【対面】 森安　剛志 236C26

二胡（中上級）★【対面】 霍　暁君 236C27

　　2023年度春期講座日程(15回)

　●申込開始日：2月17日（金）　　●申込締切日：3月22日（水）　　※祝日は休講となります。

　時間割

　春期予定表

　短期講座日程

★は短期講座です

4月
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13① 14 15①

16 17 18① 19 20② 21 22②

24 25② 26 27③ 28 2923
30

5月
日 月 火 水 木 金 土

1 2③ 3 4 5 6③

7 8 9④ 10 11④ 12 13④

14 15 16⑤ 17 18⑤ 19 20⑤

21 22 23⑥ 24 25⑥ 26 27⑥

28 29 30⑦ 31

6月
日 月 火 水 木 金 土

1⑦ 2 3⑦

4 5 6⑧ 7 8⑧ 9 10⑧

11 12 13⑨ 14 15⑨ 16 17⑨

18 19 20⑩ 21 22⑩ 23 24⑩

25 26 27⑪ 28 29⑪ 30

7月
日 月 火 水 木 金 土

1⑪

2 3 4⑫ 5 6⑫ 7 8⑫

9 10 11⑬ 12 13⑬ 14 15⑬

16 17 18⑭ 19 20⑭ 21 22⑭

25⑮ 26 27⑮ 28 29⑮23
30

24
31

【イマージョンの旅 A】  5 回

【イマージョンの旅 B】  5 回

【発音トレーニング（入門）】 7 回

【発音トレーニング（初級）】 7 回

　　6/10、6/17、6/24、7/1、7/8、7/15、7/22

　　 4/15、4/22、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3

　　6/3、6/10、6/17、6/24、7/1

　　4/15、4/22、5/6、5/13、5/20

【中国農民画を描こう】 7 回

【二胡（入門、初級、中上級）】 7 回

【中国読解講座（歴史読み物）】  5 回

【中国読解講座（語学エッセイ）】  5 回

【中国読解講座（生活エッセイ）】  5 回

　　7/1、7/8、7/15、7/22、7/29

　　4/15、4/22、5/6、5/13、5/20

　　4/22、5/13、5/27、6/10、6/24、7/8、7/22

　　4/22、5/13、5/27、6/17、6/24、7/8、7/22

　　5/27、6/3、6/10、6/17、6/24
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●お申し込み方法 

 

 

 

 

◆原則として申し込み 6 名以上の講座を開講します。 

◆開閉講につきましては、講座開始 1 週間前までにウェブサイトにて告知いたします。 

◆開講間際の申込はシステム反映日数の関係からクレジットカードを推奨いたします。 

 

●テキストについて 

テキストは桜美林大学生協にてオンライン販売しております。CD 等の有無についてはパンフレットの各講座概要

でご確認ください。4 月 15 日(土)のみプラネット淵野辺キャンパスにて対面販売を行います。 

 

 

 

 

お急ぎの場合はご自身でお買い求めくださるようお願いいたします。 

日本出版の書籍の場合：Amazon や楽天などのインターネット書店を利用する。 

日本出版の書籍の場合：近所の書店を利用する。(※ほとんどの場合は取り寄せになります) 

中国出版の書籍の場合：東方書店など中国語専門書店を利用する。https://www.toho-shoten.co.jp/ 

 

●桜美林大学校友会割引 

受講料が通常の半額となります。桜美林大学（大学院、短期大学を含む）の在学生、卒業生等のうち、校友会に入

会している方が対象です。桜美林学園エクステンションセンターで手続きを行う必要があります。 

 

 

 

 

●キャンセルポリシー   

初回受講日の前日まではキャンセル及び返金が可能です。 

 

●講座変更について   

3 回目当日までは可能です（ただし、申込後のクラス変更は１講座ごとに１回まで）。講座回数の少ない講座への変

更については、差額分の返金はいたしません。変更先講座の申込者数などを確認後に変更となりますので、孔子学

院事務局までご連絡ください。 

 

●途中からの講座申込について  

講座締め切り後でも申込可能となっており講座 3 回目の前日まで申し込むことができます。その場合の受講料は、

当該講座所定の金額となります。 

  

桜美林エクステンション 検 索 🔍 

桜美林生協テキスト販売期間：4 月 3 日～ 

https://kyoukasho.univ.coop/obirin/html/ 

校友会についてはウェブサイトを確認ください 

https://alumni.obirin.ac.jp/ 

https://ssl.smart-academy.net/obirin/ 申込開始：2023年 2月 17日（金）  

申込締切：2023年 3月 22日（水） 

右記サイトからお申し込みください。 

 受 講 の ご 案 内 
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●講座の休講・補講について  

講座担当者の急病、都合等でやむを得ず講座の中止、延期、時間短縮、代替講師による代講となる場合がありま

す。休講及び補講等の情報は前もってメールで告知、孔子学院ウェブサイトに掲載させていただきます。 

当日休講となった場合連絡が遅くなることが予想されます。ご理解、ご了承のほどお願いいたします。 

休講の告知がなく、授業開始時刻を 15 分以上経過しても何の連絡もない場合には孔子学院事務局(080-1259-4034)

にお問合せください。 

 

◆台風、大雪の場合の休講判断基準 

状況 休講の対応 

午前 6:30 の時点で、JR 横浜線の全線または一部区間が不通 

になっている場合、または小田急線・京王相模原線の全線 

が不通になっている場合 

午前開始の講座（下記時間帯）は休講 

◆土   9：00 ～ 10：30 

10：40～ 12：10 

午前 10:30 の時点で、JR 横浜線の全線または一部区間が不通 

になっている場合、または小田急線・京王相模原線の全線 

が不通になっている場合 

午後開始の講座（下記時間帯）は休講 

◆土   13：00 ～ 14：30 

 

◆地震が起こった場合の休講判断基準 

状況 休講の対応 

東京都もしくは神奈川県中心とした震度 6(烈震) 以上の地震が

発生した場合または大型地震災害特別措置法に基づく「警戒宣

言」が発令された場合 

全面休講 

 

オンライン講座について 

Zoom、パソコン設定、通信環境等についてサポートは行っておりません。機器と通信環境の確保及び独力でオンラ

イン授業(Zoom) の設定ができる方がオンライン講座の受講対象です。また機器及び通信料等はすべて自己負担・

自己責任となります。 

よくある質問 

Ｑ オンライン講座の受講方法はどのようにすればいいですか？ 

受講にあたって Zoom ID等の案内はメールで来るのでしょうか？ 

桜美林エクステンションのオンライン講座は、受講者の「マイページ」から簡単に受講することができます。詳

しくは当パンフレット 12 ページまたは桜美林エクステンションサイトをご確認ください。 

Ｑ マイページログインに必要な受講者番号はどこに記載されていますか? 

講座申込時に自動で届くメールに記載されている 8 ケタの番号となります（例 :23E12345）。 

Ｑ 接続テストをしてみたいのですがよろしいでしょうか？ 

オンライン教室は大学授業の教室と共用ですので平日昼間は別の用途で使用しています。 

接続テストを行いたい場合は 20:00～8:00 の間に行ってください。 

Ｑ 土曜日にプラネット淵野辺キャンパスでオンライン講座を受講できますか？ 

オンライン講座を受講できる教室をご用意します。ただし機器の貸し出しは行いませんのでパソコンなどはご自

身の物をお持ちいただく必要があります。詳細は孔子学院事務局へお問い合わせください。 
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受講コード 受講コード

232C01 232C02
火　10:40～12:10 火　13:10～14:40

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※1課から 音声：CD付 ※1課から 音声：CD付

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

胡　久玲 先生（中国派遣教員） 曹　瀟依 先生（桜美林大学講師）

受講コード 受講コード

234C01 234C02   
木　10:40～12:10 木　13:10～14:40

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※1課から 音声：CD付 ※1課から 音声：CD付

講座概要 講座概要
　

自

分

の

好

き

な

物

講師プロフィール 講師プロフィール

田　園 先生（桜美林大学講師） 王　略丞 先生（中国派遣教員）

受講コード 受講コード

236C01 236C02
土　9:00～10:30 土　9:00～10:30

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※1課から 音声：CD付 ※1課から 音声：CD付

講座概要 講座概要
　

围

绕

各

种

交

际

功

講師プロフィール 講師プロフィール

小笠原　沙織 先生（桜美林大学孔子学院講師） 田　園 先生（桜美林大学講師）

中国鉱業大学（北京）出身、同済大学大学院で中国語教育を専攻のかたわら、中

国語教育を行う。2023年度より桜美林大学孔子学院に派遣され中国語教育及び

ティーチングアシスタント業務に従事する。

中国語会話（中上級）【オンライン】

　中国語の発音(四声)と基礎文法を習得することを目標とします。具体的には、

発音記号を読めること、正確な発音を覚えること、基本構文と質問文を習得し、

簡単な会話が行えることです。会話演習等を通じて知識やスキルの定着をはかり

ます。

　　在课堂上我们除了阅读、理解课文，学习教材中出现的语法点以外，也会做课

后的所有练习。通过话题讨论，提交口头报告等方式加深自己的会话能力。采用多

种多样的练习方式，让同学们把从课本里学到的知识转化为自己的语言能力，逐步

提高汉语的表达能力。课堂上我们会大量使用汉语进行教学活动，也会配合教材内

容给大家准备一些课外资料，让同学们可以更好地深入理解教材。教科书内的一部

分话题：“担心，强调”等等。

1999年に来日。2004年東京学芸大学大学院美術教育修士課程修了。2004年桜美林

大学オープンカレッジ中国語講座講師。2005年から桜美林大学孔子学院講師。現

在桜美林大学中国語非常勤講師を務める。

『階梯漢語  中級口語②』3,050円『新・すぐに使える中国語 レベル1』2,750円
全15回／定員20名全15回／定員20名

中国語会話（入門A）【オンライン】

中国雑技を見て中国語に興味を持ち、大学から中国語の勉強を始めました。中国

語の音に対して強い憧れと信念を持って勉強してきましたので発音指導には少し

うるさいかもしれません。留学と日本語教員の仕事で北京に1年半滞在していまし

た。

中国北京市生まれ。中国北京第二外国語大学卒業後、国費留学生として来日。桜

美林大学大学院博士学位取得後、現在桜美林大学などで中国語非常勤講師を務め

る。

電子科技大学、同済大学大学院で中国語教育を専攻のかたわら、中国語教育を行

う。2022年度より桜美林大学孔子学院に派遣され中国語教育及びティーチングア

シスタント業務に従事する。

　　この講座は遠方にいながら、通学時間を節約し、効率的に中国語を勉強したい方を対象にします。レベ

ルとして、中国語の発音である四声と発音記号を一通り勉強を終えたことです。発音の基礎を固めたうえ

で、「離合動詞」「兼語文」「補語」等中国語独特な文法項目を学び、「すぐに使える」ことを重視しま

す。そして、毎課ごとに、本文の暗唱やロールプレイングなどの応用練習を行い、知識やスキルの定着をは

かります。さらに、毎回の授業で、簡単な話題発表を通して、実際の応用を目指します。オンラインでも対

面授業と同じような臨場感を持たせます。オンラインの最大の特徴を生かし、発音に関して、画面を通し

て、より口元の動きをはっきりと確認できます。文法の説明については、講師が作成したオリジナリ授業資

料を配布します。

中国北京市生まれ。中国北京第二外国語大学卒業後、国費留学生として来日。桜

美林大学大学院博士学位取得後、現在桜美林大学などで中国語非常勤講師を務め

る。

　中国語の発音、簡単なあいさつ、基礎的な文法の習得を目指します。

「中国語、発音よければ半ばよし」と言われているほど中国語を学ぶ上で

非常に重要な鍵となります。発音の仕組みを理解した上で一定レベルまで

の発音の完成を目指します。多くの日本人が苦手とするリスニング・会話

の力を養うことを目標とし、入門のうちから耳と口を使う練習に重点を置

きます。聴覚的、視覚的にも楽しめる授業を心がけます。

全15回／定員20名全15回／定員20名
『新・すぐに使える中国語 レベル1』2,750円 『新・すぐに使える中国語 レベル2』2,860円

中国語会話（初中級）【オンライン】

中国語会話（初級A）【オンライン】中国語会話(入門A)【対面】

　概ね中国語検定4級取得程度、第二外国語で2年程度学んだ方に最適のクラスで

す。構文や質問文などを適切に習得し、日常生活にも活用できる中国語を目指し

ます。新規開講クラスですので受講生のニーズに応じて柔軟な授業展開を行いま

す。

中国語会話（中上級）【オンライン】

　    本学期采用线上授课方式，不受地点约束，实现教学资源共享。本讲座围绕各种交

际功能项目，在不同的情景下运用不同的语言方式进行表达：①通过口头话题发表练习

来准确、丰富表达自己身边发生的事。②熟练掌握口语中经常使用的四字成语以及俗

语。③在口语表达练习中设置了交际活动，通过对话完成交际任务，从而掌握多种口语

句式的变化与应用。作业主要通过邮件进行提交，由教师进行批改反馈。本学期的重点

是熟练掌握关于担心和建议的表达方式。

全15回／定員20名 全15回／定員20名『階梯漢語  中級口語②』3,050円 『実用中国語会話』2,200円
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受講コード 受講コード

236C03 236C04
土　9:00～10:30 土　9:00～10:30

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※5課から 音声：CD付 ※6課から 音声：CD付

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

青木　隆浩 先生（桜美林大学講師） 塚越　千史 先生（桜美林大学孔子学院講師）

受講コード 受講コード

236C05 236C06
土　9:00～10:30 土　9:00～10:30

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※15課から 音声：CD別売り(1080円) ※20課から 音声：CD別売り(1080円) 

講座概要 講座概要
　

自

分

の

好

き

な

物

講師プロフィール 講師プロフィール

曹　瀟依 先生（桜美林大学講師） 王　英輝 先生（桜美林大学孔子学院講師）

受講コード 受講コード

236C07 226C08
土　9:00～10:30 全5回 土　9:00～10:30

受講料 31,500円 受講料 10,500円

テキスト テキスト

※1課から 音声：CD別売り(1080円) 定員20名

講座概要 講座概要
　

围

绕

各

种

交

际

功

講師プロフィール 講師プロフィール

陳　静 先生（桜美林大学講師） 王　略丞 先生（中国派遣教員）

　この講座で使用する教科書は、短期で会話スキルを高めるために作成され、内

容が秀逸だと評価されています。授業では発音を重視し、朗読することで語感を

磨いていきます。また、HSK4~5級、中検3~2級レベルの単語や文法等の基礎知

識の定着を図り、複数回の口頭発表を通して自己表現力を高めていくことを目標

としています。

　「イマージョン」とは没入という意味があり、言語環境に浸った状態で習得する学習法

を指し、桜美林大学の中国語必修科目でも用いられている効果の高い手法です。日常生活

や旅行で中国語を用いる場面をロールプレイングし、状況に応じて会話内容を変化させる

など、臨場感あふれる講座を展開します。推奨受講レベルは初中級～中上級です。「銀

行、警察、病院、空港、観光スポット」などで使用する会話を練習します。当講座はAとB

がありますが、同レベル帯で受講生のニーズに沿って行いますので両方受講を推奨しま

す。

中国天津外国語大学日本語学部通訳翻訳専攻卒業。桜美林大学大学院修了、博士

（国際学）。日本在住歴21年。中国語講師歴17年。市民中国語会話教室講師、上

場企業OJT 幹部研修プログラム中国語講師、衆議院語学研修班講師等を経て、現

在桜美林大学中国語非常勤講師を務める。

電子科技大学、同済大学大学院で中国語教育を専攻のかたわら、中国語教育を行

う。2022年度より桜美林大学孔子学院に派遣され中国語教育及びティーチングア

シスタント業務に従事する。

1999年に来日。2004年東京学芸大学大学院美術教育修士課程修了。2004年桜美林

大学オープンカレッジ中国語講座講師。2005年から桜美林大学孔子学院講師。現

在桜美林大学中国語非常勤講師を務める。

華東師範大学中国語教育専攻卒業。東京大学大学院博士課程単位取得満期退学。

専門は中国語文法、日中対照。東京大学、立教大学非常勤講師。NHK 国際放送局

中国語センター翻訳・アナウンサー。NHK ラジオ講座「まいにち中国語」出演。

中国語会話（中級）【対面】 中国語イマージョンの旅A★【対面】

全20回／定員20名
『漢語口語速成　中級編』1,600円 『オリジナルテキスト』

(4/15、4/22、5/6、
5/13、5/20)

全15回／定員20名 全15回／定員20名
『漢語口語速成　基礎編』2,050円 『漢語口語速成　基礎編』2,050円

　語彙を増やしながら多様な文法を学習します。表現力をさらに高める事を図り

ます。授業中課文や例文を音読し、受講生の発音も随時確認します。説明した文

法を確認するため、その場で例文を考え、発表してもらいます。各課の練習問題

を通して、中国語能力を向上する事を目指します。テーマの一部：理想的职业，

业余爱好等。取り上げる文法点：副詞、受身文、複文、補語など。

　これまでに学習した語彙や文法事項を確認しながら、新しい表現を習い、会話

練習や、リスニング練習をたくさんすることで、中国語の応用力を向上させてい

きます。具体的な場面を設定して、クラスアクティビティを行います。実践的な

会話練習をするなかで、効率よく語彙を増やし、文法の基礎を固めていきます。

　自分が見たもの、経験したことなどを極簡単な言葉で表現する力を養います。

前期に引き続き、新出単語でピンインの読み方と発音 の再確認を行います。学習

事項がすぐに定着するように、学んだ単語や表現を使って自分自身に関連のある

ことを話す練習を取り入れていきます。今期は下記のような表現を学びます。

例：“跑上去”（駆け上がって行く）／“应该”（～すべきだ。～はずだ）

　「レベル１・2」テキストでの基礎学習を踏まえ、より実用性の高い会話表現を

学びます。

　相手から質問されたことに的確に答えるとともに、自分が質問する側に立った

場合の言い方についても、練習を重ねていきます。

　授業内でたくさんしゃべって、たくさん聴いて、自分のお口とお耳を鍛えま

しょう！

東京外国語大学大学院地域文化研究科修了。高校から中国語を学び、在学中に日

中友好協会主催スピーチコンテスト全国大会で優勝、国費留学生として北京に3年

間滞在する。中国政府主催の漢語橋世界大学生中国語コンテスト世界大会にて最

優秀スピーチ賞受賞。国家資格である通訳案内士の免許を持つ。

お茶の水女子大学大学院博士課程満期退学。津田スクールオブビジネス講師、警

視庁語学研修班講師等を経験。相原茂編著『はじめての中国語学習辞典』（朝日

出版社、2002年）、日本中国語学会編『中国語学辞典』（岩波書店、2022年）等

に執筆参加。

中国語会話（中級）【対面】 中国語会話(中級)【オンライン】

中国語会話(初中級)【オンライン】 中国語会話(初中級)【オンライン】

全15回／定員20名 全15回／定員20名
『新・すぐに使える中国語 レベル2』2,860円 『実用中国語会話』2,200円
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受講コード 受講コード

236C09  236C10
全5回 土　9:00～10:30 全7回 土　9:00～10:30

受講料 10,500円 受講料 14,700円

テキスト テキスト

定員20名 定員10名

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

胡　久玲 先生（中国派遣教員） 霍　暁君先生（桜美林大学孔子学院講師）

受講コード 受講コード

236C11 236C12
土　10:40～12:10 土　10:40～12:10

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※1課から 音声：CD付 ※1課から 音声：ダウンロード式

講座概要 講座概要
　

自

分

の

好

き

な

物

講師プロフィール 講師プロフィール

陳　静 先生（桜美林大学講師） 曹　瀟依 先生（桜美林大学講師）

受講コード 受講コード

236C13 236C14
土　10:40～12:10 土　10:40～12:10

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※3課から 音声：CD付 ※10課から 音声：ダウンロード式

講座概要 講座概要
　

围

绕

各

种

交

际

功

講師プロフィール 講師プロフィール

田　園 先生（桜美林大学講師） 王　海藍 先生（桜美林大学孔子学院講師）

    　本学期采用线上授课方式，不受地点约束，实现教学资源共享。本讲座围绕各种交

际功能项目，在不同的情景下运用不同的语言方式进行表达：①通过口头话题发表练习

来准确、丰富表达自己身边发生的事。②熟练掌握口语中经常使用的四字成语以及俗

语。③在口语表达练习中设置了交际活动，通过对话完成交际任务，从而掌握多种口语

句式的变化与应用。作业主要通过邮件进行提交，由教师进行批改反馈。本学期的重点

是熟练掌握关于表达急切心情和强调的方式。

　　外国人学习汉语进入中高级阶段之后，还要进一步学习汉语口语。

在现实生活和社会交往中，需要系统完整、自然得体地表达自己的思

想，发表自己的见解。本讲座主要是通过学习中国社会和中国人日常生

活的话题、场景，来掌握更多生动、有趣、地道的汉语口语。本讲座的

特点是，资料丰富，练习量大，突出实用性，目标是提高学生成段地口

语表达能力。

中国北京市生まれ。中国北京第二外国語大学卒業後、国費留学生とし

て来日。桜美林大学大学院博士学位取得後、現在桜美林大学などで中

国語非常勤講師を務める。

中国山東省生まれ。山東師範大学中国語中国文学専攻卒業後、山東芸術学院中国

語中国文学教養部専任講師。2011 年筑波大学にて博士号取得後、復旦大学中国言

語文学系ポストドクター。著書に『村上春樹と中国』。研究論文や随筆など多

数。

(4/22、5/13、
5/27、6/17、

6/24、7/8、7/22)

(6/3、6/10、6/17、
6/24、7/1)

中国天津外国語大学日本語学部通訳翻訳専攻卒業。桜美林大学大学院修了、博士

（国際学）。日本在住歴21年。中国語講師歴17年。市民中国語会話教室講師、上

場企業OJT 幹部研修プログラム中国語講師、衆議院語学研修班講師等を経て、現

在桜美林大学中国語非常勤講師を務める。

1999年に来日。2004年東京学芸大学大学院美術教育修士課程修了。2004年桜美林

大学オープンカレッジ中国語講座講師。2005年から桜美林大学孔子学院講師。現

在桜美林大学中国語非常勤講師を務める。

中国語会話(中上級)【オンライン】 中国語会話(上級)【オンライン】

全15回／定員20名 全15回／定員20名
『階梯漢語  中級口語②』3,050円 『高級漢語口語②』2,900円

　中国語は音の響きが美しい言語です。しかし、発音を少しでも間違えると言葉

の意味が変わってしまうので、初級から徹底的に発音を学習していきましょう。

発音が上手であれば伝わりやすいし、相手の言葉も聞き取りやすくなります。ま

た使用教科書は異文化にも触れているので楽しく学べます。綺麗なキャンパスの

中で、アットホームな授業雰囲気の中で、中国語学習者の仲間も作っていきま

しょう。

　　本讲座的目的是希望通过教材里的各种话题，把学过的单词，语法正确、简洁

地表达出来。在课堂上我们除了阅读课文、学习语法点、理解文章的内容以外，也

会完成课后的所有练习。有时需要提交小作文，并且在课堂上进行发表，来练习自

己的“说”、“写”能力。课堂上我们会更多的使用汉语进行教学活动，也会配合教材内

容给大家准备适当的资料。有很多有趣的话题在等着大家的共同参与！教材的一部

分话题：“好像在哪儿见过你、你别太在意”等等。

全15回／定員20名 全15回／定員20名

中国語イマージョンの旅B★【対面】 二胡（入門）★【対面】

『オリジナルテキスト』 『オリジナルテキスト』

『新・すぐに使える中国語 レベル2』2,860円 『階梯漢語　中級口語①』3,050円

「イマージョン」とは没入という意味があり、言語環境に浸った状態で習得する学習

法を指し、桜美林大学の中国語必修科目でも用いられている効果の高い手法です。日

常生活や旅行で中国語を用いる場面をロールプレイングし、状況に応じて会話内容を

変化させるなど、臨場感あふれる講座を展開します。推奨受講レベルは初中級～中上

級です。「電話、レストラン、スーパーマーケット、鉄道駅、タクシー」などで使用

する会話を練習します。当講座はAとBがありますが、同レベル帯で受講生のニーズに

沿って行いますので両方受講を推奨します。

　受講生の実力や演奏したい曲を考慮しながら、基礎練習曲を中心にテクニック

を磨きつつ、個別指導や全体合奏を通して演奏の上達を図ります。

※講座の性質上、初回講座にてレベルチェックを行った上でクラスの移動をして

いただくことがあります。二胡を所有していることが条件です。貸出等は行って

おりません。

中国鉱業大学（北京）出身、同済大学大学院で中国語教育を専攻のか

たわら、中国語教育を行う。2023年度より桜美林大学孔子学院に派

遣され中国語教育及びティーチングアシスタント業務に従事する。

中国・天津生まれ。中国国家一級演奏家、元女子十二楽坊。中国における音楽の

最高学府である中国音楽院に入学。卒業後、北京の中国歌劇舞劇院（国家劇院）

に入団。2001～2015年の15年間、二胡の主席奏者を務める。

中国語会話(初級A)【対面】 中国語会話(中上級)【対面】
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受講コード 受講コード

236C15 236C16
土　10:40～12:10 土　10:40～12:10 

受講料 31,500円 

全15回／定員20名 テキスト 『庶民が話す本場の中国語　王哈哈闯世界』

　　　　　　　　　　　　　　　　　3,520円　　　　　　　　　　　　　　　音声：CD付 

受講料 31,500円

テキスト

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

王　牧 先生（桜美林大学孔子学院講師） 芳沢　ひろ子 先生（桜美林大学孔子学院講師）

受講コード 受講コード

236C17 236C18
全5回 土　10:40～12:10 全5回 土　10:40～12:10

受講料 10,500円 受講料 10,500円

テキスト テキスト

定員20名 （講師よりメールにて案内） 定員20名 ※2課から 音声：ダウンロード式

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

塚越　千史 先生（桜美林大学孔子学院講師） 塚越　千史 先生（桜美林大学孔子学院講師）

受講コード 受講コード

236C19 236C20
全5回 土　10:40～12:10 全7回 土　10:40～12:10

受講料 10,500円 受講料 14,700円

テキスト テキスト

定員20名 ※1課から 音声：CD付 定員10名

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

塚越　千史 先生（桜美林大学孔子学院講師） 霍　暁君先生（桜美林大学孔子学院講師）

(4/15、4/22、5/6、
5/13、5/20)

(5/27、6/3、6/10、
6/17、6/24)

(7/1、7/8、7/15、
7/22、7/29)

(4/22、5/13、
5/27、6/17、

6/24、7/8、7/22)

　2023年度春学期、新規開講の講座です。

　中国語の文章読解に初めて本格的に取り組もうという学習者のために編纂され

た教科書を用いて、老舎や冰心、魯迅といった著名な作家の短編を読んでいきま

す。

　目からも耳からも中国語の文章をじっくりと味わい、言葉の感性に磨きをかけ

てまいりましょう。

　受講生の実力や演奏したい曲を考慮しながら、練習曲を中心にテクニックを磨

きつつ、個別指導や全体合奏を通して演奏の上達を図ります。

※講座の性質上、初回講座にてレベルチェックを行った上でクラスの移動をして

いただくことがあります。二胡を所有していることが条件です。貸出等は行って

おりません。

オリジナルテキスト 『ハッピーエンドの中国ショートショート』2,420円

　 司馬遷の『史記列伝』を、ピンイン付の平易な現代中国語で読む講座です。

　今学期は、戦国時代の秦王に仕えた二人の宰相「范雎（はんしょ）、蔡沢」の

伝記から読み始めます。

　のちの始皇帝登場への道筋をどのようにつけていったのか、戦乱の世を力強く

生き抜いた二人の宰相の人生を読み解いていきましょう。

　編著者の相原茂先生が厳選した、ハッピーエンドで終わる超短編小説を読んで

いきます。

　音声教材も語法解説も、編者がこだわりぬいた魅力的なテキストをガイドに、

現代中国語の短い小説を「楽しく」読む体験をしていきたいと思います。

　敷居はとても低くなっています。ピンインが読めればOKです！

お茶の水女子大学大学院博士課程満期退学。津田スクールオブビジネス講師、警

視庁語学研修班講師等を経験。相原茂編著『はじめての中国語学習辞典』（朝日

出版社、2002年）、日本中国語学会編『中国語学辞典』（岩波書店、2022年）等

に執筆参加。

中国・天津生まれ。中国国家一級演奏家、元女子十二楽坊。中国における音楽の

最高学府である中国音楽院に入学。卒業後、北京の中国歌劇舞劇院（国家劇院）

に入団。2001～2015年の15年間、二胡の主席奏者を務める。

お茶の水女子大学大学院博士課程満期退学。津田スクールオブビジネス講師、警

視庁語学研修班講師等を経験。相原茂編著『はじめての中国語学習辞典』（朝日

出版社、2002年）、日本中国語学会編『中国語学辞典』（岩波書店、2022年）等

に執筆参加。

お茶の水女子大学大学院博士課程満期退学。津田スクールオブビジネス講師、警

視庁語学研修班講師等を経験。相原茂編著『はじめての中国語学習辞典』（朝日

出版社、2002年）、日本中国語学会編『中国語学辞典』（岩波書店、2022年）等

に執筆参加。

★中国語読解講座(生活エッセイ)【オンライン】 二胡(初級)★【対面】

『心に残る中国語』2,750円 オリジナルテキスト

　   本课程将提供全中文的交流环境,帮助学员强化汉语语感,扩充词汇量,提高口头表

达能力。

       本学期将以当下大家关心的时事新闻、社会现象、以及新兴的文娱活动和生活

方式等话题为中心、阅读相关的文章，观摩相关的视频，引导学员对中国文化与异

文化进行思考与讨论。讲座期间将会组织学员进行数次口头发表,切实提高口语的实

战能力。

　授業は前半と後半に分かれます。前半は会話力のトレーニングで、指定教材

（ラジオドラマの脚本）を暗記し発表します。後半はリスニングのトレーニング

で書き取り中心です。前半後半とも最初はリスニングから入り、前提なしで聞い

てどれくらい聞き取れるかから始めますので、予習はしない方が勉強になりま

す。受講レベルは概ね中級以上レベルを目指す方を対象としています。

東京大学大学院博士課程単位取得満期退学。専門は中国語学。様々な企業や外国

語教室の中国語講師を経て、現在桜美林大学孔子学院、国士舘大学中国語非常勤

講師を務める。

お茶の水女子大学大学院中文科修士課程修了。専門は中国語学。国学院大学、成

蹊大学等で講師を務め、現在孔子学院その他で中国語講師。著書に『中国語で案

内する日本』『カルタ式基礎成語２６０』など多数。『はじめての中国語学習辞

典』『中国語類義語辞典』編集委員。翻訳書に『中国の伝統演劇』など。

★中国語読解講座(歴史読み物)【オンライン】 ★中国語読解講座(語学エッセイ)【オンライン】

中国語会話(上級)【オンライン】 トレーニング中国語【対面】

全15回／定員20名 『オリジナルテキスト』
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受講コード 受講コード

236C21 236C22
土　13:00～14:30 土　13:00～14:30

受講料 31,500円 受講料 31,500円

テキスト テキスト

※1課から 音声：CD別売り(1080円)

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

王　牧 先生（桜美林大学孔子学院講師） 陳　静 先生（桜美林大学講師）

受講コード 受講コード

236C23 236C24
土　13:00～14:30 全7回 土　13:00～14:30

受講料 31,500円 受講料 14,700円

テキスト テキスト

定員12名 音声：CD付

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

田　園 先生（桜美林大学講師） 青木　隆浩 先生（桜美林大学講師）

受講コード 受講コード

236C25 236C26
全7回 土　13:00～14:30 全7回 土　13:00～14:30

受講料 14,700円 受講料 14,700円

テキスト テキスト

定員12名 音声：CD付 定員10名

講座概要 講座概要

講師プロフィール 講師プロフィール

青木　隆浩 先生（桜美林大学講師） 森安　剛志先生（桜美林大学孔子学院講師）

　中国語を話す際には、喉の構え（母音）、舌や唇の構え（子音）、正しい音程

（四声）に加えて「リズム」が大切です。適切なポーズや強弱を置き、中国語ら

しいリズムで話すことにより、「読みやすい」「聞きやすい」「通じやすい」中

国語になります。本講座では単語のパターン練習から徐々に単文、複文へと移行

し、正しい四声とリズムを身に着けることを目指します。

　中国農民画は、一般にはあまり知られていませんが、一度見たら、その素朴で

色鮮やかな絵のとりこになってしまうでしょう。農民画には中国の伝統的な剪

紙、刺繍、染め物などを土台に、それぞれの生活の風景や文化、そして家族への

思いや祈りが込められています。この講座では、好きな絵の模写や季節ごとの課

題を皆さんと一緒に楽しく描いていきます。

東京外国語大学大学院地域文化研究科修了。高校から中国語を学び、在学中に日

中友好協会主催スピーチコンテスト全国大会で優勝、国費留学生として北京に3年

間滞在する。中国政府主催の漢語橋世界大学生中国語コンテスト世界大会にて最

優秀スピーチ賞受賞。国家資格である通訳案内士の免許を持つ。

中国に14年間、海外駐在員として北京、天津、上海に赴任。上海で金山農民画の

人気作家・曹秀文氏に出会い、農民画指導を受ける。2016年、金山農民画院より

金山農民画師に認定され、上海、東京でキッズから大人まで、また親子で一緒に

楽しく農民画を描く農民画ワークショップを主宰。

中国北京市生まれ。中国北京第二外国語大学卒業後、国費留学生として来日。桜

美林大学大学院博士学位取得後、現在桜美林大学などで中国語非常勤講師を務め

る。

東京外国語大学大学院地域文化研究科修了。高校から中国語を学び、在学中に日

中友好協会主催スピーチコンテスト全国大会で優勝、国費留学生として北京に3年

間滞在する。中国政府主催の漢語橋世界大学生中国語コンテスト世界大会にて最

優秀スピーチ賞受賞。国家資格である通訳案内士の免許を持つ。

発音トレーニング(初級)★【オンライン】 中国農民画を描こう★【対面】

『基礎から学ぶ中国語発音レッスン』2,310円 『オリジナルテキスト』

(6/10、6/17、
6/24、7/1、7/8、

7/15、7/22)

(4/22、5/13、
5/27、6/10、

6/24、7/8、7/22)

全15回／定員20名
『オリジナルテキスト』 『基礎から学ぶ中国語発音レッスン』2,310円

　    本讲座为热爱汉语写作的学员专门设定。目标是达到HSK4、5级作文水平。课

堂上，①通过排序、扩写句子和看图造句等应用练习来巩固语法知识点。②学员隔

周提交100字左右的自由命题或统一规定命题作文，由教师进行批改反馈。课上教师

与学员一起就词汇搭配、语法结构以及书写思路等内容进行切磋。最终达到写作时

不再使用把日语转换成汉语的方法，而是直接用汉语进行思考、书写的目标。明确

目标，多写多练，你也一定能做到妙笔生花！

　中国語を話す際には、喉の構え（母音）、舌や唇の構え（子音）、正しい音程

（四声） に加えて「リズム」が大切です。本講座では、まず発音の全体像をつか

み、母音と子音を矯正することを目指します。唇や舌、喉をどのように使えば正

しい発音ができるのかを解説した上で、お一人ずつ発音を聞かせていただき、現

在の口の構えからどのように調整すれば正しい発音になるかを丁寧に解説いたし

ます。

(4/15、4/22、5/6、
5/13、5/20、
5/27、6/3)

　　本讲座主要目的在于提高大家的会话能力和听力水平。通过进行各

种各样的课堂活动，例如讲演，自由会话等等，让大家熟悉和掌握汉语

的各种基本表达方法和语言习惯，逐渐提高自己的口语表达能力。课堂

上使用汉语教学。

　　本课程面向中高级以上的汉语学习者，目标是帮助学员提高日汉双

向口笔译的能力，本学期的教学重点如下：

 1. 语感听力训练（课外作业）： 影子跟读，影视剧台词听力笔记

 2. 视译笔译训练（课内进行）： 有助于提高临场发挥的适应能力

 3. 逐句口译训练（课内进行）： 文学，新闻等素材的短句及段落

 4. 日汉听译训练（课外作业）： 针对各类中高级汉语水平考试

東京大学大学院博士課程単位取得満期退学。専門は中国語学。様々な企業や外国

語教室の中国語講師を経て、現在桜美林大学孔子学院、国士舘大学中国語非常勤

講師を務める。

中国天津外国語大学日本語学部通訳翻訳専攻卒業。桜美林大学大学院修了、博士

（国際学）。日本在住歴21年。中国語講師歴17年。市民中国語会話教室講師、上

場企業OJT 幹部研修プログラム中国語講師、衆議院語学研修班講師等を経て、現

在桜美林大学中国語非常勤講師を務める。

発音トレーニング(入門)★【オンライン】中国語作文講座【オンライン】

説漢語・中国語で話そう/直接法【オンライン】 中国語通訳翻訳【対面】

全15回／定員20名
『漢語口語速成　提高編』1,600円 『オリジナルテキスト』

全15回／定員20名
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受講コード

236C27
全7回 土　13:00～14:30

受講料 14,700円

テキスト

定員10名

講座概要

講師プロフィール

霍　暁君先生（桜美林大学孔子学院講師）

(4/22、5/13、
5/27、6/17、

6/24、7/8、7/22)

　運指音階を広げて、弾ける曲のレパートリーを増やします。中国の民謡やヒッ

ト曲も含めて演奏ができるようにレッスンします。滑音、ビブラートなどの装飾

奏法も練習を行います。

※講座の性質上、一定程度の経験を有する人のみ受け入れを行い、クラスの移動

をしていただくことがあります。二胡を所有していることが条件です。貸出等は

行っておりません。

中国・天津生まれ。中国国家一級演奏家、元女子十二楽坊。中国における音楽の

最高学府である中国音楽院に入学。卒業後、北京の中国歌劇舞劇院（国家劇院）

に入団。2001～2015年の15年間、二胡の主席奏者を務める。

二胡(初級)★【対面】

オリジナルテキスト
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◆オンライン講座受講にあたって 
・桜美林大学孔子学院のオンライン講座受講は、インターネットに接続可能なパソコン、スマートフォン、タブレット端末いずれかの機器があれば、

ご自宅などどこからでも受講が可能です。 

(オンライン講座では、ビデオ会議ツール「Ｚｏｏｍ」(ズーム)を使用しリアルタイムで授業を配信します。) 

・オンライン講座のご受講にあたり以下の 3 つの準備が必要となります。 

 

  

オンライン講座受講について 

 

 

１.インターネット環境【推奨】 

オンライン講座ではリアルタイムで授業を配信する相互通信のため、インターネットによる安定した接続の通信環境が必要とな

ります。 

そのため、ご受講に際しては、通信量に制限のないネットワーク（Wi-Fi）環境での受講を強く推奨します。 

※インターネット接続が不調で受講できなかった場合でも、受講料の返金は行いません。 

２.オンライン講座に必要な端末機器 

オンライン講座の受講は、パソコン、スマー卜フォン、タブレッ卜端末のどれでも 

使うことができますが、オンライン講座では、講師の音声や画像を受信し、 

あるいは受講者に参加することが求められる場合もございます。そのため、 

パソコンには、①スピー力一 ②カメラ ③マイクの機能の附属が必要となります。 

お手持ちのパソコンに、3 つの機能が附属しているかをご確認ください。 

(※付属していない場合は、別途、各自でご用意をお願いいたします。) 

３.ビデオ会議ツール「Ｚｏｏｍ」（ズーム）のインストール 

オンライン講座を受講するには、ビデオ会議ツール「Zoom」（ズーム）のアプリケーションをインストールする必要があります。以

下のページにアクセスしてアプリケーションをインストールしてください。 

※インストールの際には、必ずフルネームでお名前を入力してください。 

※ユーザー登録は不要ですがアプリを事前にインストールしておくことをお薦めします。PC やスマートフォンの操作、環境設

定、Zoom インストール等に関するサポートはいたしかねます。ご自身でご準備いただきますようお願いいたします。 

 

ビデオ会議ツール「Zoom」 (ズーム) のインストール 

パソコンを使用される場合 https://zoom.us/download 

４.「Ｚｏｏｍ」（ズーム） でのカメラ・スピーカー・マイクの確認 

オンライン講座を受講する前に、以下のボタンから「Zoom」のテストミーティングに参加して、 

カメラ・スピーカー・マイクの動作確認をおすすめいたします。 

https://zoom.us/test 
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【テスト手順】 

 

 

❸ 「Zoom」が起動しビデオプレビュー画面が表示されるので、 

「ビデオ付きで参加」をクリックしてください。 

※カメラが正常であればご自身の顔が画面に表示されます。 

❹ テストミーティングが始まりましたら、画面下のスピー

カーマーク横のプルアップメニューから、 

" スピーカー＆マイクをテストする" を選択してください。 

❺ すぐにスピーカーのテストが始まるので、着信音が聞

こえるかどうかの問いかけに「はい」「いいえ」で答えてくだ

さい。 

※音声が聞こえない場合は、PC の音声レベルを確認してください。 

❻ 次にマイクテストが始まるので、マイクに向かって声を 

出しましょう。 

※マイクが正常であればご自身が発したスピーカーから返答されます。 

❼ 全てのテストが終了したら、「Zoom」のテストミーティングから「退出」をクリックして終了してください。 

❶ 上の「Zoom ミーティングテスト」ボタンから、Zoom 公式サイトのテストミーティングページにアクセスしてください。 

❷ 画面に青色で「参加」ボタンが表示されるのでクリックして、次に「Zoom Meetings を開く」をクリックしてください。 
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◆オンライン講座の受講方法 
桜美林大学孔子学院のオンライン講座は、桜美林エクステンションサイトの受講者「マイページ」から簡単に受講することが

できます。 

以下の手順をご確認ください。 

 

 

 

 

 

STEP 1 マイページへのログイン STEP 2 マイページメニューへ進む 

●トップ画面の「マイページ」内『ログインページへ』押します。 

 

●「マイページログイン」画面が表示されます。 

受講者番号 / パスワードを入力して「マイページメニュー」画面へ進みます。 

 

STEP 3 オンライン講座アクセス画面へ進む 

●マイページメニューの「オンライン講座アクセス」を押します。 

STEP 4 オンライン講座の視聴方法と資料の受け取り方 
●【講座の視聴方法】（リアルタイム配信） 

「講座・資料ダウンロード」画面にて、「リアルタイム」列の『参加』ボタ

ンを押すと、Zoom にて「オンライン講座」を受講することが出来ま

す。 

 

●【講座の視聴方法】（オンデマンド配信） 

「講座・資料ダウンロード」画面にて、「オンデマンド」列の『受講』ボタ

ンを押すと、外部サイトにて講座がご視聴できます。 

※中国語・中国文化講座では使用しない予定です。 

 

●【資料の受け取り方】 

「講座・資料ダウンロード」画面にて、「配布資料 PDF」列の『DL』ボ

タンを押して、資料（PDF ファイル等）をパソコンへダウンロードしてく

ださい。 

※中国語・中国文化講座では使用しない予定です。 

 
※注意：『受講』ボタンまたは『DL』ボタンが表示されていない場合は、講座の配信が無いか、配布の資料がない状態となります。 



会話講座　レベルの目安
講座名

入門Ａ ①初めて中国語に触れる方
②中国語の基礎からやり直したい方

①入門Ａを終えた方
②中国語の発音を一通り学習した方

①入門Ｂを終えた方
②中国語を１年間学んでいる方

①初級Ａを終えた方
②中国語を１年以上学んでいる方

①初級Ｂを終えた方
②中国語を2年間学んでいる方

①初中級を終えた方
②中国語を2年以上学んでいる方

①中級を終えた方
②中国語を3年以上学んでいる方

①中上級を終えた方
②中国語を4年以上学んでいる方

①中国語を１年以上学んでいる方
②中国語の基礎会話力を短期間で身
につけたい方

初級Ａ

初級Ｂ

初中級

中級

中上級

上級

説漢語・中国語で話そう

入門Ｂ

対象者 目標 参加できるレベルの目安
（講座終了時）

①中国語の発音の仕組みを理解できる。  ②非常に簡単な単語
と単文を理解できる。  ③中国語を学習する上での基礎能力を備
えられる。

HSK1級程度

HSK1～２級程度、
中国語検定準４級

HSK2級～3級、
中国語検定準４級～
４級

HSK 3級、
中国語検定４級

HSK3級、
中国語検定４級～３級

HSK3級～４級、
中国語検定４級～３級

HSK4級～5級、
中国語検定3級～2級

HSK5級～、
中国語検定2級

HSK３級、
中国語検定４級～3級

①ピンイン（表音ローマ字）を正しく読める。  ②簡単な単語と
単文の基本文型を理解できる。  ③ごく簡単な日常あいさつがで
きる。

①漢字からピンインへ、ピンインから漢字へと変換ができる。  
②簡単な単語と単文を聞いて意味がわかる。  ③簡単な受け答え
ができる。

①正しくてきれいな発音を身に付ける。  ②日常生活でよく使わ
れる単語と簡単な複文を聞いて理解できる。  ③身近な日常生活
の話題について簡単な交流ができる。

①正しくてきれいな発音ができるようにする。  ②中国語の基礎
知識を再確認し、定着を図れる。  ③これまで習った単語と単文
簡単な複文を使って簡単な自己表現ができる。

①日常生活でよく使われる単語とやや複雑な複文を聞いて理解
できる。  ②簡単な文章を聞いておおよその意味がわかる。  ③中
国語を使って、生活や学習、仕事等に関する基本的なコミュニ
ケーションができる。

①中国語の慣用表現や熟語、長くて複雑な文を聞いて理解でき  
る。 ②中国語の新聞などを読んで意味がわかる。  ③中国語を
使って、やや広い範囲にわかる話題について自分の見解を述べ
られる。

①中国語の様々な表現を身につける。  ②中国の映画、テレビ番
組などを見てだいたい意味がわかる。  ③中国人と様々な話題に
ついて会話を展開できる。

①中国語の基礎会話力を短期間で身につける。  ②日常生活の
場面で使われる基本的な文型や表現を着実に身につける。
※授業中教員は日本語を使用しない。

・中国語通訳翻訳
・中国語イマージョンの旅

・トレーニング中国語うそ話で語国中・   語漢説・
・中国語作文講座

上級中上級

中級

初中級

初級Ｂ

初級Ａ

入門Ｂ

入門Ａ

座
講
話
会
語
国
中

初学者 準 4級 4級

中国語検定レベル
3級 ２級～

中国語講座のレベル



孔子学院事務局 
〒194-0294　東京都町田市常盤町3758（JR淵野辺駅からスクールバス約8分） 
［TEL］042-797-2688 
［Email］kongzi@obirin.ac.jp［URL］https://www.obirin.ac.jp/kongzi/ 

プラネット淵野辺キャンパス-ＰＦＣ-   (対面講座実施キャンパス) 
〒252-0206     神奈川県相模原市中央区淵野辺4-16-1(JR淵野辺駅より徒歩1分) 
  ［土曜公開講座当日問い合わせ窓口］　080-1259-4034 


