
中国語初心者
～中級レベルまでの方に

お奨めの講座です。

中国語初心者
～中級レベルまでの方に

お奨めの講座です。

自宅のパソコンで簡単操作！
2ヶ月間何度でも
繰り返し学習が可能！

自宅のパソコンで簡単操作！
2ヶ月間何度でも
繰り返し学習が可能！

お申込み～受講開始まで

校名：

担当者：

中国語能力 初級／中級
（HSK1級・2級・3級・4級試験対応）

Web講座

お問合せ・資料請求・試験情報お問合せ・資料請求・試験情報

http://www.ksknet.co.jp/nikken/URL

E-mail

0120-243-229
受付／AM10：00～PM5：00（土・日・祝日は除きます）

株式会社建築資料研究社 東京都豊島区池袋2-50-1
nikken@to.ksknet.co.jp

お申込み方法

日建学院各校での受講手続きお支払いか、インター
ネットで正常動作を確認後、受講希望講座の最下段
【この講座を申し込む】より、利用規約をご確認の上、
申込者情報を入力し、お支払方法を選択してお申し
込み下さい。

申込内容を確認の上、送信します。
申込受付完了後、受付確認メール
にてご連絡いたします。

ご入金確認後、ご入金確認メールの
送信と共に郵送にて
「契約完了通知書」を送付いたします。

契約完了通知書が到着次第、
記載されている受講生ID・
パスワードで受講を
開始いただけます。

1 2

3 4 5

日建学院ホームページのスキルアップ講座一覧から
中国語能力初級・中級（HSK1級～4級試験対応）
を選択し、無料動画で内容を確認して下さい。
その後はお申し込みボタンから、【DEMO体験版】
で動作確認をして下さい。

来　校
（学校窓口）

●来校（学校窓口）でのお申し込みです。お近くの日建学院の窓口、
または担当者まで、気軽にお申込みください。

インターネット
（Web窓口） ●受講料のお支払いは、コンビニエンスストア、銀行振込のどちらかを

お選びください。

●日建学院ホームページ 中国語能力初級・中級Web講座のページから、
手順に従ってお申込みください。

※振込手数料はお客様のご負担となります。お振込みは電信扱いにてお願いします。
※申込者と振込人名が異なる場合は、必ず入金前にｅメールにてお知らせください。

※受講申込の前には必ず、「DEMO体験版」で動作確認をお願いします。

  ご注意 
※配信開始後の受講料の返金はできませんので
ご了承ください。
※本講座は、ダイヤル回線・ISDN回線の接続環境では、
受講できません。
※インターネットプロバイダーへの接続料金等はお客様の
ご負担となります。あらかじめ、ご了承ください。
※受講料お支払い時には、別に決済手数料（￥180～
￥350）が必要となります。

通学（個別）

自分のライフスタイルに合わせて受講時間を設定し、誰にも邪魔され
ず集中して学習できる「個別型学習ブース」での受講です。自宅では
中々勉強に集中できない、という方にオススメです。選べる

学習形態

Web

インターネットを利用し、自宅などで同じ講義が受講できます。講座配
信期間中は理解できるまで、いつでもどこでも学習することが可能で
あり、合格するための実力を養います。

※メール送受信環境はお客様にてご準備ください。※インターネットプロバイダーへの接続料金やパケット通信費用等はお客様のご負担となります。※お申込みの際には必ずDEMO体験版で動作
をご確認ください。DEMO体験版が正常に動作しない場合には受講環境が整っていないという事になります。動作環境に準じない設備、ならびにDEMO体験版にて動作確認が行われていない環
境については、動作保証・サポートの対象外となりますので、ご注意ください。※記載の環境を満たしていても受講の動作保証をするものではございません。起動しているプログラム等、環境により条
件は変わります。またパソコンメーカー、ソフトウェアメーカーのサポート状況等により、接続環境・動作環境が変わる場合があります。予めご了承ください。※受講開始後は受講料の返金はできませ
ん。詳細は担当者にお問い合わせいただくか、日建学院ホームページをご覧ください。

※Windows及びInternet Explorerは、マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。※Mac OS、Safariは、アップル社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。※Adobe及びFlashは、アドビシステムズ社の米国及
びその他の国における登録商標または商標です。※Android及びGoogle Chromeは、グーグル社 の米国及びその他の国における登録商標または商標です。※Firefoxは、米国 Mozilla Foundation社 の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
※Opera は、Opera Software ASA社 の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

ご 注 意

SSS
接続環境
・

動作環境 ソフトウエア
OS ： Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Mac OS10.5、iOS4.2.5（iPhone4、iPodtouch第4世代、iPad）以上、Android2.2以上
ブラウザ ： Internet Explorer7.0以上、Google Chrome14.0以上、FireFox6.0以上、Safari5.0以上、Opera11.5以上（javascriptが動作可能であることが必要です）
必須ソフト ： Flash Player Ver10.2以上※Flash PlayerダウンロードはAdobeホームページよりインストールして下さい。URL： http://get.adobe.com/jp/flashplayer/

ネットワーク接続 インターネットに接続できる環境が必要（ADSLもしくは同等以上の通信環境） 

1級試験対応コース 2級試験対応コース

3級試験対応コース 4級試験対応コース

最寄りの日建学院またはホームページから、いつでもお申し込みが可能です
※受講配信期間は2ヶ月間です。（セットコースも同様）

※お得なセットコースやユース特典利用の際は、
　お近くの日建学院窓口の申込のみとなります。

※以下、ネット申し込みの場合

中国語能力
Web講座
（HSK1級・2級・3級・4級試験対応）

初級
・
中級

Go! ※受講希望される方は、お申込の前に必ず、
　「DEMO体験版」での動作確認をお願いします。Clic

k!まずは無料
DEMO体験版へ



HSK1級・2級試験対応

過去問題徹底解説（問題を解く際のポイント）（１回～10回）パターン1
パターン2
パターン3

聴解、読解、記述それぞれの問題の出題傾向及び解き方（各形式の問題を解く際のテクニック）（11回～15回）
模擬試験（本番試験に慣れるための練習）（16回～20回）

HSKは、中国政府教育部が公認した唯一の中国語能力検定試験です。 
世界中で、中国語能力の公的な証明として通用し、HSKの成績証明は中国留学の際の
基準や就職・転職の際にも活用されています。

HSKとは 

合計6.5時間 合計9時間

※カリキュラムは試験分析により多少変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

※カリキュラムは試験分析により多少変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。

中国語能力 初級
Web講座 初歩的なレベルから基本的なコミュニケーションができる

基礎レベルまで学習します。

2級試験対応コース

中国語の非常に簡単な単語とフレーズを理解、使用することができ
る。大学の第二外国語における第一年度前期履修程度。150語程
度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識。

中国語を用いた簡単な日常会話を行うことができ、初級中国語優秀レ
ベルに到達している。大学の第二外国語における第一年度履修程度。
300語程度の基礎常用中国語及びそれに相応する文法知識。

■カリキュラム ■カリキュラム

30,000円＋税

回数 内容
１
２
３
４
5
６
７
８
９
10
11
12
13

発音の基本及び簡単な挨拶言葉
私、あなた等を使用して、中国語の基本を学ぶ（親戚の呼び方）
基本文法を学ぶ。好き嫌いについて（「不」の声調変化ルール）
簡単な自己紹介、所有などについて（「的」の使い方）
数の数え方、時間・年月日の表現（「一」の声調変化ルール）
年・月・日、曜日、時間の表現
基本文法の現在進行形、連動文。手段などへの尋ね表現、誘いの表現（位置を表す言葉）
過去の経験や、自分の願望についての表現（3声の声調変化ルール）
形容詞述語文、人、ものの存在、についての表現（天気に関するフレーズ）
過去形、お願い・尋ねの丁寧表現、具体的な期間などについて（初対面の挨拶言葉）
能力、条件、許可についての表現（ホテルで使うフレーズ）
場所、時間、目的、方法などについての強調表現（答え方に関するフレーズ）
1級試験の出題形式　問題の解き方

回数 回数内容 内容
程度副詞、変化を表す表現など

比較の表現

願望・意志や推測についての表現

義務・必要、条件についての表現

副詞（すでに、もうすぐ、まだなど）

程度補語（動詞＋得＋形容詞）など

結果補語（動詞＋完，好，到，懂）など

結果補語（動詞＋对，错），状態を表す「着」など

位置関係や距離を表す言葉

１

２

３

４

5

６

７

８

９

意志を表す助動詞（准备,打算）

命令文

させる、与える、手伝うなどについての表現

接続詞（因果関係、逆接など）

疑問文のまとめ

模擬試験　練習と解説

模擬試験　練習と解説

模擬試験　練習と解説

模擬試験　練習と解説

１0

11

12

13

14

15

16

17

18

30,000円＋税
学生特典 ユース価格 15,000円＋税 学生特典 ユース価格 15,000円＋税

HSK3級・4級試験対応

合計10時間（各30分）

中国語能力 中級
Web講座 中国語能力中級講座３・４級は、

それぞれ20課10時間の講義で構成されています。
講座の内容は以下のような３つのパターンがあります。

生活、学習、仕事及び中国旅行などの場面において、中国語で基本的な
コミュニケーションをとるための基礎力を身につけることができます。

幅広い範囲にわたる話題について、中国語でスムーズにコミュニケー
ションをとるための応用力を身につけることができます。

■カリキュラム ■カリキュラム

40,000円＋税

回数 内容

１

２

３

４

5

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

過去問題徹底解説　１
問題を解く際ポイントとなる重要文法：「把」構文、「被」構文、使役構文
過去問題徹底解説　２
問題を解く際ポイントとなる重要文法：連動文、存在・比較などの表現
過去問題徹底解説　３
問題を解く際のキーワード：接続詞（逆説、条件など）
過去問題徹底解説　４
問題を解く際のキーワード：時間副詞（已经，马上，就，才など）
過去問題徹底解説　5
問題を解く際のキーワード：時間副詞（总是，一直，突然など）
過去問題徹底解説　６
問題を解く際のキーワード：程度副詞（更，特别，几乎など）
過去問題徹底解説　７
問題を解く際のキーワード：その他の副詞（终于，其实，还是など）
過去問題徹底解説　８
問題を解く際のキーワード：助詞、助動詞（应该，需要，愿意など）
過去問題徹底解説　９
問題を解く際のキーワード：助動詞（能，可能，要，会など）
過去問題徹底解説　10
問題を解く際のキーワード：介詞（为，向，离，对など）
「聴解」　問題の特徴及び解き方
（聴解第一、二部分）
「聴解」　問題の特徴及び解き方
（聴解第三、四部分）
「読解」　問題の特徴及び解き方
（読解第一、二部分）
「読解」　問題の特徴及び解き方
（読解第三部分）
「記述」　問題の特徴及び解き方
（記述第一、二部分）
「模擬試験」　練習と解説　１
（聴解第一、二部分）
「模擬試験」　練習と解説　２
（聴解第三、四部分）
「模擬試験」　練習と解説　３
（読解第一、二部分）
「模擬試験」　練習と解説　4
（読解第三部分）
「模擬試験」　練習と解説　5
（記述第一、二部分）

合計10時間（各30分）

回数 内容

１

２

３

４

5

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

過去問題徹底解説　１
問題を解く際のキーワード：語気副詞（最好，千万，实在，竟然など）
過去問題徹底解説　２
問題を解く際のキーワード：語気副詞（恐怕，究竟，到底，算是など）
過去問題徹底解説　３
問題を解く際のキーワード：時間副詞（大概，及时，曾经，从来など）
過去問題徹底解説　４
問題を解く際のキーワード：程度副詞、情態副詞
過去問題徹底解説　5
問題を解く際のキーワード：その他の副詞
過去問題徹底解説　６
問題を解く際のキーワード：接続詞（逆説や原因などの役割を持つ）
過去問題徹底解説　７
問題を解く際のキーワード：接続詞（並列や累加などの役割を持つ）
過去問題徹底解説　８
問題を解く際のキーワード：接続詞（条件や仮定などの役割を持つ）
過去問題徹底解説　９
問題を解く際のキーワード：方向補語（来，去，上来，下来など）
過去問題徹底解説　10
問題を解く際のキーワード：結果補語（上，下，到，掉，开など）
「聴解」　問題の特徴及び解き方
（聴解第一、二部分）
「聴解」　問題の特徴及び解き方
（聴解第三部分）
「読解」　問題の特徴及び解き方
（読解第一、二部分）
「読解」　問題の特徴及び解き方
（読解第三部分）
「記述」　問題の特徴及び解き方
（記述第一、二部分）
「模擬試験」　練習と解説　１
（聴解第一、二部分）
「模擬試験」　練習と解説　２
（聴解第三部分）
「模擬試験」　練習と解説　３
（読解第一、二部分）
「模擬試験」　練習と解説　4
（読解第三部分）
「模擬試験」　練習と解説　5
（記述第一、二部分）

40,000円＋税
学生特典 ユース価格 20,000円＋税 学生特典 ユース価格 20,000円＋税

1級試験対応コース

3級試験対応コース 4級試験対応コース40,000円＋税
学生特典 ユース価格 20,000円＋税

●初級（1級・2級）セットコース

60,000円＋税
学生特典 ユース価格 30,000円＋税

●中級（3級・4級）セットコース

90,000円＋税
学生特典 ユース価格 45,000円＋税

●初級・中級（1級～4級）セットコース

※お得なセットコースやユース特典利用の際は、お近くの日建学院窓口の申込のみとなります。

※セットコースはインターネットでの
　お申し込みは出来ません。お得な講座セットコース


