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香港中文大学中国語センター (CUHK-CLC) 普通語（中国標準語）コース説明  (Update: October 2007) 

 
レベル コード 名称 内容 備考 

 
1. PTH1113 

 
ボキャブラリーと文法の 

用法 I 
 

基本的な語彙と文法ポイントを使って、まず普通話

に親しむことを目的とした初級コース。毎日の会話

や日常的によく使われるボキャブラリーを学び、そ

の用法を身につけることに重点が置かれています。
 

2. PTH1123 オーラルスキル I 
 

多様なスピーキングの練習を通して、基本的な語彙

と文法を用いて円滑なコミュニケーションが図れる

ことを目的とした初級コース。 
授業ではショッピング、家族の紹介、方向を尋ねる

といった実際の場面も紹介していきます。 
 
 

3. PTH1133 コミュニケーション I  多様な言語アクティビティ、練習を通じて、基本的

な語彙と文法の用法を身につけることを目的とした

初級コース。 

授業ではショッピング、家族の紹介、方向を尋ねる

といった実際の場面も紹介していきます。 
 

4. PTH1143 リスニング及び  
リーディングスキル I 
 

実生活で必要なリスニング能力を身につけることを

目的とした初級コース。授業ではショッピング、家

族の紹介、方向を尋ねるといった実際の場面も紹介

していきます。 

証書(サーティフィケート) 
レベル 
(レベル 1) 
 
普通話学習初心者が今後の学習の

基礎を築くための、オーラル、リ

スニングの学習に重点を置いたコ

ース。 学生はこのコースでの学

習を通して、400 語程度の漢字を

基にした 800 語以上の語彙を身に

つけていきます。 コースの中で

は口頭表現能力の向上のための筆

記練習も行われます。 

5. PTH1153 ベーシック 
プレゼンテーションスキル 
及び日常会話 I 
 

実生活で必要な基本的な意思表現能力を身につける

ことを目的とした初級コース。授業では絵や写真に

ついての説明、トピックスについての談話、簡単な

プレゼンテーションなどの多様な練習を通して、日

常の様々なシーンでの意思表現能力を強化します。

 
Equivalent to IAS Courses 
 
IAS1110 (15 Cr.) 
=PTH1113 + 
PTH1123 + 
PTH1133 + 
PTH1143 + 
PTH1153 

 
AS1120 (12 Cr.) 

=PTH1113 + 
PTH1123 + 
PTH1133 + 
PTH1153  
 
IAS1140 (6 Cr.) 
=1st half of PTH1113 + 

PTH1123 + 
PTH1133 + 
PTH1153  

 
IAS1140 (6 Cr.) 
=2nd half of PTH1113 + 

PTH1123 + 
PTH1133 + 
PTH1153 

 
IAS1170 (3 Cr.) 
=1st quarter of PTH1113+ 

PTH1123+ 
PTH1133+ 
PTH1153 

 
IAS1170 (3 Cr.) 
=2nd quarter of PTH1113+ 

PTH1123+ 
PTH1133+ 
PTH1153 
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レベル コード 名称 内容 備考 
 
1. PTH2213 

ボキャブラリーと 

文法の用法 II 
 

さらに多くの語彙と文法を学び、その用法を身につ

けることを目的とした中級コース。日常会話や日常

のシーンで使用されることの多い語彙、その用法を

学びます。 
2. PTH2223 オーラルスキル II 

 
空港へ行く、結婚式に参列する、映画を見に行く、

旅行計画や趣味について話し合うなどの日常でのシ

ーンを設定したスピーキングの練習を通して、学生

の話す力の向上を目的とした中級コース。 
 

3. PTH2233 コミュニケーション II 日常生活のシーンを設定した授業を通して、新たに

習得したボキャブラリーや文法の要点を身につける

ことを目的とした中級コース。 
 

4. PTH2243 リスニング及び  
リーディングスキル II 
 

学生のリスニング能力向上を目的とした中級コー

ス。 

授業では空港に行く、結婚式に参加する、映画を観

る、旅行の計画、趣味について話し合うなどの実際

の場面も紹介していきます。 
 

証書（サーティフィケート） 
レベル 
(レベル 2) 
 

本課程普通話コースレベル１の修

了者または同程度の普通話語レベ

ルを持つ学生のためのコース。 

オーラルスキル、リスニング能力

を強化し、文法へのより一層理解

を深めることを目標とします。学

生はこのコースでの学習を通し

て、300 語程度の新しい語彙、関

連語句、また、それらを文単位で

表現する能力を身につけていきま

す。コースの中では口頭表現能力

を強化するための筆記練習も行わ

れます。 
 5. PTH2253 ベーシック 

プレゼンテーションスキル 
及び日常会話 II 
 

実生活の場面において、新たに学んだ語彙や文法表

現を使ってコミュニケーションできる意思表現能力

を身につけることを目的とした中級コース。 
 

IAS2110 (15 Cr.) 
=PTH2213 + 
PTH2223 + 
PTH2233 + 
PTH2243 + 
PTH2253 

 
IAS2120 (12 Cr.) 
=PTH2213 + 
PTH2223 + 
PTH2233 + 
PTH2253  

 
IAS2140 (6 Cr.) 
=1st half of PTH2213 + 
PTH2223 + PTH2233 + 
PTH2253  

 
IAS2141 (6 Cr.) 
=2nd half of PTH2213 + 

PTH2223 + 
PTH2233 +  
PTH2253  

 
IAS2170 (3 Cr.) 
=1st quarter of PTH2213+ 
            PTH2223+ 

PTH2233+ 
PTH2253  

 
IAS2170 (3 Cr.) 
=2nd quarter of PTH2213+ 

PTH2223+ 
PTH2233+ 
PTH2253  
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レベル コード 名称 内容 備考 
 
1. PTH3313 

ボキャブラリーと 

文法の用法 III 
 
 

さらに多くの語彙と文法を学び、その用法を身につける 
ことを目的とした中上級コース。 
日常会話や日常のシーンで使用されることの多い語彙、 
その用法を学びます。授業では、パソコンを買う、 
病院で診察を受ける、家を借りる、引越しするなどの 
実際の場面も紹介していきます。 
 

2. PTH3323 オーラルスキル III 
 

新たに学んだ語彙、文法を口頭の会話練習を通して身に 
つけることを目的とした中上級コース。授業では 
パソコンを買う、病院で診察を受ける、家を借りる、 
引越しするなどの実際の場面も紹介していきます。 
 

3. PTH3333 コミュニケーション III 
 

日常生活のシーンを設定して行われる授業を通して、 

新たに習得したボキャブラリーや文法の要点を身に 

つけることを目的とした中上級コース。授業では 
パソコンを買う、病院で診察を受ける、家を借りる、 
引越しするなどの実際の場面も紹介していきます。 
 

4. PTH3343 リスニング及び 
 リーディングスキル III 

学生のリスニング能力向上を目的とした中上級コース。 

授業ではパソコンを買う、病院で診察を受ける、 
家を借りる、引越しするなどの実際の場面を紹介して 
いきます。 
 

ディプロマレベル 
(レベル 3) 
 

本課程普通話コースレベル II の

修了者およびそれと同程度の普

通話レベルを持つ学生のための

コース。 

このコースでは様々な角度から

見た中国社会についてのリーデ

ィングやディスカッションを通

して、コミュニケーション能力を

強化し、学生の言語能力の向上を

目的とします。学生は新たに学ぶ

200 語程度の語彙を通じて普通

話の様々な表現方法を学んでい

きます。コース修了後、学生は段

落単位での意見発表や、簡単なス

ピーチを行う能力を身につける

ことができるでしょう。コースの

中では口頭表現能力を強化する

ための筆記練習も行われます。 

 

 

 

5. PTH3353 ベーシック 
プレゼンテーションスキル

及び日常会話 III 
 

実生活の場面において、新たに学んだ語彙や文法表現を使ってコ

ミュニケーションできる意思表現能力を身につけることを目的

とした中上級コース。 

IAS3222 (15 Cr.) =PTH3313 
+ 
PTH3323 + 
PTH3333 + 
PTH3343 + 
PTH3353 

 
IAS3221 (12 Cr.) =PTH3313 
+ 
PTH3323 + 
PTH3333 + 
PTH3353 

 
IAS3100 (6 Cr.) 
=1st half of PTH3313 + 
PTH3323 + PTH3333 + 
PTH3353 
 
IAS3101 (6 Cr.) 
=2nd half of PTH3313 + 

PTH3323 + 
PTH3333 + 
PTH3353  

 
IAS3000 (3 Cr.) 
=1st quarter of PTH3313+ 

PTH3323+ 
PTH3333+ 
PTH3353  

 
 

 PTH3363 中国での語学実習プログラ

ム （中級 PRINCH） 
 

学生に日常生活で実際にコミュニケーションする実践の場を提供する

ための活動の一環として、”PRINCH”を開発するため、文化にターゲッ

トをおいた各種活動を通して、授業で学んだことを実践するというこの

方法は、語学学習者の実践能力を高めるために最も効果的な方法である

として研究者に評価され、また高く推奨されているものです。授業形式

は短期集中型（7 日間、活動は 1 日 7 時間程度）。毎日主題別実習活動

を通じて文化と芸術,歴史と伝統,政府機関と政策,現代生活と民俗文化

などに関する知識を接することができます. 
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レベル コード 名称 内容 備考 
PTH4413 
 

ニュースメディア及び 
プレゼンテーションスキル I 
 

中国語の新聞報道記事の閲読、討論および意見発表を 
通して評論文章における語彙、表現方法を身につける 
応用コース。 
 

= IAS4260 

PTH4423 プレゼンテーションスキル I 
 

ライティング練習による、表現能力の向上を目指す 
学生のための応用コース。このコースでは同レベル他 
コースの教材をさらに深く学ぶために、トピックス 
として使用します。 
 

= IAS4265 

PTH4433 
 

上級会話 I 服装、食物、仕事、休暇、病気、結婚、 
インターネット、ライフスタイルといった、 
日常生活における様々な場面におけるコミュニケー 
ション能力強化を目的とした応用コース。 
 

= IAS4272 

PTH4443 
 

*ビジネス分野における 
コミュニケーションスキル I 

香港と中国に関する話題を中心に、広範囲にわたる 
ビジネス、経済関連の単語と関連用語の習得を目的と 
した応用コース。 
 

= IAS4267 

PTH4453 
 

*コミュニケーションスキル 
及び中国文化 I 

精選された文章閲読を通してコミュニケーション能力及び言語スキ

ルを高めると同時に、中国文化や社会風俗についての理解を深めてい

きます。 
 

= IAS4263# 

PTH4463 
 

*スペシャルトピックス I 
 

様々な専門分野に関して、その分野の需要に対応する 
テイラーメイドの応用コース。 
 

= IAS4263# 

上級ディプロマレベル 
 (レベル 4) 
 
レベル４は上級者レベルに位置

づけられます。 

的確かつ実力志向の方法により、

口頭で行うコミュニケーション

能力の強化をめざすと同時に、そ

の他の主要なスキルであるリス

ニング、リーディング、ライティ

ングも学んでいきます。特に、専

門的な場面におけるコミュニケ

ーションや応用コミュニケーシ

ョンスキルといった、スピーキン

グと関連する分野に重点が置か

れています。 

 
 

PTH4473 
 

*TV コマーシャル I 中国語の TV コマーシャルや CM で使われる用語の 
視聴、討論を通して、コミュニケーション能力及び 
言語スキルを強化すると同時に、中国文化や社会に 
対する理解を深める応用コース。 
 

= IAS4263# 

 PTH4713 中国での語学実習プログラム 

（上級 PRINCH） 
 

学生に日常生活で実際にコミュニケーションする実践の場を提供する

ための活動の一環として、”PRINCH”を開発するため、文化にターゲッ

トをおいた各種活動を通して、授業で学んだことを実践するというこ

の方法は、語学学習者の実践能力を高めるために最も効果的な方法で

あるとして研究者に評価され、また高く推奨されているものです。授

業形式は短期集中型（7 日間、活動は 1 日 7 時間程度）。毎日主題別

実習活動を通じて文化と芸術,歴史と伝統,政府機関と政策,現代生活と

民俗文化などに関する知識を接することができます. 
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レベル コード 名称 内容 備考 
PTH4513 
 

ニュースメディア及び 
プレゼンテーションスキル II 
 

PTH4413 の継続プログラム。 TV 番組やニュース報道など、各種のニュ

ースソースを通して多様な表現方法を学んでいきます。 
= IAS4270 

PTH4523 プレゼンテーションスキル II 
 

PTH4423 の継続プログラム。ライティング練習を通じて口頭能力の強化を目

コース。このコースでは同レベル他コースの教材をさらに深く学ぶためトピ

して使用します。 
 

= IAS4266# 

PTH4533 
 

上級会話 II PTH4433 の継続プログラム。社会時事、料理、服装、テロリズム、グロー

バリゼーションなど各種の世の中の動向に関するトピックスの討論を通

して、コミュニケーション能力を強化していきます。 
 

= IAS4273# 

PTH4543 
 

*ビジネス分野における 
コミュニケーショスキル II 

PTH4443 の継続プログラム。各種のビジネス、経済用語を身につけていく

応用コース。コースでは教材の一部として中国語の新聞を使用します。 
 

= IAS4268# 

PTH4553 
 

*コミュニケーション 
スキル及び中国文化 II 

PTH4453 の継続プログラム。コミュニケーション能力及び言語スキルの強

化を図ると同時に、中国文化、社会への理解を深めていきます。 
= IAS4269# 

PTH4563 
 

*スペシャルトピックス II 
 

実業家、銀行家、財務コンサルタント、教育従事者、宗教家、ソーシャルワ

ど各種職業プロフェッショナルのためのコース。分野を特定した 
トレーニングは、応用レベルである学生のニーズに応じて設定されています
 

= IAS4264# 

PTH4573 
 

*TV コマーシャル II 
 

PTH4473 の延長プログラム。各種 TV 番組,CM について 
より深く学んでいきます。 

= IAS4264# 

PTH4583 *中国文学 
 

詩、散文を含めた、精選された文学作品についての分析、討論を通し、中

国文化及び歴史に対する理解を深めていきます。 
= IAS4261 

上級ディプロマレベル 
(レベル 5) 
 
レベル 5は上級者レベルに

位置づけられます。 

プログラムは的確かつ実力

志向の方法により、口頭で行

うコミュニケーション能力

の強化をめざすと同時に、そ

の他の主要なスキルである

リスニング、リーディング、

ライティングも学んでいき

ます。特に専門的な場面にお

けるコミュニケーションや

応用コミュニケーションス

キル、特定分野に関するトレ

ーニングといった、スピーキ

ングと関連する分野に重点

が置かれています。 

 
 
 

PTH4593 
 

*小説及び映画 I 中国小説や映画についてのより深い討論を通して、 
コミュニケーション能力と言語スキルを強化し、 
また同時に中国文化及び文化についての理解を深めていきます。 

= IAS4262 

 PTH4713 中国での語学実習プログラム 

（上級 PRINCH） 
 

学生に日常生活で実際にコミュニケーションする実践の場を提供するため

の活動の一環として、”PRINCH”を開発するため、文化にターゲットをおい

た各種活動を通して、授業で学んだことを実践するというこの方法は、語

学学習者の実践能力を高めるために最も効果的な方法であるとして研究者

に評価され、また高く推奨されているものです。授業形式は短期集中型（7
日間、活動は 1 日 7 時間程度）。毎日主題別実習活動を通じて文化と芸術,
歴史と伝統,政府機関と政策,現代生活と民俗文化などに関する知識を接す

ることができます. 
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レベル コード 名称 内容 備考 

PTH4613 ニュースメディア及び 
プレゼンテーションスキル 
III 
 

PTH4513 の延長プログラム。報道記事、TV 番組、ニュースなどについて
自信をもって討論ができる能力を確立していきます。 
 

= IAS4271 

PTH4623 プレゼンテーションスキル 
III 
 

 

PTH4523 の延長プログラム。ライティング練習を通じて口頭 
能力強化を図る応用コース。このコースでは同レベル他コースの 
教材をさらに深く学ぶためにトピックスとして使用します。 
 

= IAS4266# 

PTH4633 
 

上級会話 III PTH4533 の延長プログラム。様々な分野におけるコミュニケーション能
力を強化していきます。 
 

=IAS4273# 

PTH4643 
 

*ビジネス分野における 
コミュニケーションスキル
III 
 

PTH4543 の延長プログラム。ビジネス、経済に関連する 
コミュニケーション能力の強化を目指す応用コース。 
 

=IAS4268# 

PTH4653 
 

*コミュニケーションスキル

及び 

中国文化 III 

PTH4553 の延長プログラム。社会文化に関連するコミュニケーション能
力を強化していきます。 
 

=IAS4269# 

PTH4663 *スペシャルトピックス III

 

PTH4563 の延長プログラム。学生のニーズに継続して対応すると同時
に、公開試験（HSK,COPA 及び PSC）対策を行います。 
 

=IAS4264# 

PTH4673 
 

*TV コマーシャル III 

 

PTH4573 の延長プログラム。各種 TV 番組についてより深く学ぶと同時
に、中国文化への理解、造詣を深めていきます。 
 

=IAS4264# 

PTH4683 *国際学生のための 

中国古典文学   

 

PTH4583 の延長プログラム。古典文学に特化したコース。課程では中国
古典文学特有の形式、風格、語彙及び文法についても紹介していきます。

= IAS4275 

上級ディプロマレベル 
(レベル 6) 
 
レベル 6は上級者レベルに位置

づけられます。 

プログラムは的確かつ実力志向

の方法により、口頭で行うコミュ

ニケーション能力の強化をめざ

すと同時に、その他の主要なスキ

ルであるリスニング、リーディン

グ、ライティングも学んでいきま

す。特に専門的な場面におけるコ

ミュニケーションや応用コミュ

ニケーションスキル、特定分野に

関するトレーニングといった、ス

ピーキングと関連する分野に重

点が置かれています。 

 
 

PTH4693 *小説及び映画 II PTH 4593 の延長プログラム。リスニング、リーディング、スピーキン
グ能力を強化していきます。文学作品及び映画などの閲読、討論を通し
て中国社会及び文化についての理解をより一層深めていきます。 
 

=IAS4262 

 PTH4713 中国での語学実習プログラム

（上級 PRINCH） 
 

学生に日常生活で実際にコミュニケーションする実践の場を提供するための活
動の一環として、”PRINCH”を開発するため、文化にターゲットをおいた各種
活動を通して、授業で学んだことを実践するというこの方法は、語学学習者の
実践能力を高めるために最も効果的な方法であるとして研究者に評価され、ま
た高く推奨されているものです。授業形式は短期集中型（7 日間、活動は 1 日 7
時間程度）。毎日主題別実習活動を通じて文化と芸術,歴史と伝統,政府機関と政
策,現代生活と民俗文化などに関する知識を接することができます. 

 

 


