
2019-SJ00009841-01朝鮮語Ⅰ「MN」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

高　仁淑

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的に
は、朝鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話
すこと、聞くこと、書くこと、読むこと)について入門レベル
の力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですの
で、一段一段順を追って学んでいきます。前期は、独特な文字
であるハングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。
後期は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用した学習が
中心になります。教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカ
という学生です。エリカは日本の大学から韓国の大学に交換留
学中で、留学先で様々な体験をしていきます。このエリカの会
話を通じて韓国語でのやり取りを学びます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』とい
う教科書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはも
ちろん、隣国の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技
能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。
(知識・理解)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活
動などコミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④）
・平常点：35％(到達目標⑤、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダ
ン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋
税、白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つ
かの辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよ
い) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読
んだり書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を
知っている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要で
ある点は他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実
に学習を積み重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
3 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
4 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
5 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
6 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
7 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
8 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
9 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)：体言文
10 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
11 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
12 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
13 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2)：～が、指示表現
14 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
15 前期のまとめ
16 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：体言文（ヘヨ体）、体言文の尊敬形（ヘヨ体）
18 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3)：～じゃありません、色々な飲み物
19 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
20 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
21 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
22 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
23 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
24 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
25 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：～です（ハムニダ体）、～を
26 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
27 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
28 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ00009842-01朝鮮語ⅠＡ「LC1・LH1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

白岩　美穂

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-02朝鮮語ⅠＡ「LC2・LH2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

押川　信久

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-03朝鮮語ⅠＡ「LJ・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

チョウ　イェラ

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-04朝鮮語ⅠＡ「LE・G全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

申　鎬

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-05朝鮮語ⅠＡ「LP」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

李　廷恩

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-06朝鮮語ⅠＡ「LA1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限, 水・４時限　　試験時間割：2019/08/01　５時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的に
は、朝鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話
すこと、聞くこと、書くこと、読むこと)について初級レベル
の力を養います。
　受講生のほとんどは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてです
ので、一段一段順を追って学んでいきます。使用する教科書
は、韓国で作成された教科書を日本で翻訳出版したものです。
生き生きとした韓国語を使って、コミュニケーションを念頭に
語彙や文法を学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①韓国語で簡単なやり取りを再現することができる。(技能)

②基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。
(知識・理解)

③ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基
本的な表現を使うことができる。(知識・理解)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、
韓国語に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑥外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活
動などコミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②付属のCDの音声を事前に繰り返し聞き、わからないとこ
ろ、聞き取れないところがどこであるのかを確認すること。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音読ができ
るようにすること(シャドーイング)。
②音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にできるよう、
繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・定期試験：50％（到達目標①②③④）
・平常点：50％(到達目標⑤⑥、この他、課題の遂行状況や授
業での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①慶煕大学国際教育院『日本人のための韓国語ナビ１ 初級』、国書刊行会
ISBN978-4-336-05110-3
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋
税、白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める
(幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子
辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、週2回の授業あります。授業の間隔が短いので、授業の予習・
復習を怠ると、授業内容を理解することが難しくなる可能性があります。理
解が充分でないところは、放置せず、遠慮なく教員に質問して、理解するよ
うにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 入門編　基本母音
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
3. 入門編　その他の母音
＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
4. 入門編　子音
＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
5. 入門編　パッチム
＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
6. 入門編　基本的な語彙
＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
7. 入門編　まとめ
＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
8. 第1課　あいさつ
＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
9. 第1課　自己紹介
＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
10. 第2課　学校
＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
11. 第2課　場所を答える
＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
12. 第3課　教室
＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
13. 第3課　物の名前を答える
＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
14. 第4課　位置を答える
＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
15. 第4課　住所を言う
＜文化＞ ソウル紹介
16. 第5課　総合練習
＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
17. 第6課　命令する
＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
18. 第6課　招待する
＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
19. 第6課　招待状を書く
＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
20. 第7課　訪問
＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
21. 第7課　お祝いする
＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
22. 第7課　誕生日カードを書く
＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
23. 第8課　好きなものを聞く
＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
24. 第8課　季節
＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
25. 第8課　運動
＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
26. 第9課　招待された家で話をする
＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
27. 第9課　丁寧に答える
＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
28. 第9課　物事を比べて説明する
＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
29. 第10課　総合練習
＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
30. まとめ



2019-SJ00009842-07朝鮮語ⅠＡ「LA2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限, 水・４時限　　試験時間割：2019/08/01　５時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的に
は、朝鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話
すこと、聞くこと、書くこと、読むこと)について初級レベル
の力を養います。
　受講生のほとんどは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてです
ので、一段一段順を追って学んでいきます。使用する教科書
は、韓国で作成された教科書を日本で翻訳出版したものです。
生き生きとした韓国語を使って、コミュニケーションを念頭に
語彙や文法を学習していきます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①韓国語で簡単なやり取りを再現することができる。(技能)

②基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。
(知識・理解)

③ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基
本的な表現を使うことができる。(知識・理解)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、
韓国語に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑥外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活
動などコミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②付属のCDの音声を事前に繰り返し聞き、わからないとこ
ろ、聞き取れないところがどこであるのかを確認すること。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音読ができ
るようにすること(シャドーイング)。
②音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にできるよう、
繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・定期試験：50％（到達目標①②③④）
・平常点：50％(到達目標⑤⑥、この他、課題の遂行状況や授
業での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①慶煕大学国際教育院『日本人のための韓国語ナビ１ 初級』、国書刊行会
ISBN978-4-336-05110-3
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋
税、白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める
(幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子
辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、週2回の授業あります。授業の間隔が短いので、授業の予習・
復習を怠ると、授業内容を理解することが難しくなる可能性があります。理
解が充分でないところは、放置せず、遠慮なく教員に質問して、理解するよ
うにしてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
2. 入門編　基本母音
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
3. 入門編　その他の母音
＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
4. 入門編　子音
＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
5. 入門編　パッチム
＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
6. 入門編　基本的な語彙
＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
7. 入門編　まとめ
＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
8. 第1課　あいさつ
＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
9. 第1課　自己紹介
＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
10. 第2課　学校
＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
11. 第2課　場所を答える
＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
12. 第3課　教室
＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
13. 第3課　物の名前を答える
＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
14. 第4課　位置を答える
＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
15. 第4課　住所を言う
＜文化＞ ソウル紹介
16. 第5課　総合練習
＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
17. 第6課　命令する
＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
18. 第6課　招待する
＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
19. 第6課　招待状を書く
＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
20. 第7課　訪問
＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
21. 第7課　お祝いする
＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
22. 第7課　誕生日カードを書く
＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
23. 第8課　好きなものを聞く
＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
24. 第8課　季節
＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
25. 第8課　運動
＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
26. 第9課　招待された家で話をする
＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
27. 第9課　丁寧に答える
＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
28. 第9課　物事を比べて説明する
＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
29. 第10課　総合練習
＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
30. まとめ



2019-SJ00009842-08朝鮮語ⅠＡ「JJ1-5・MM」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

白岩　美穂

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-09朝鮮語ⅠＡ「JJ6-10・TM」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-10朝鮮語ⅠＡ「JB1-3・TC1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

広瀬　貞三

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-11朝鮮語ⅠＡ「JB4-5・TC2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・１時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-12朝鮮語ⅠＡ「TL」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

鄭　美京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習
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 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

押川　信久

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-14朝鮮語ⅠＡ「EE」
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 授業時間割：通年：月・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-15朝鮮語ⅠＡ「EI・P全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・２時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

チョウ　イェラ

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-16朝鮮語ⅠＡ「CC1-3・SM・SP」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

李　廷恩

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-17朝鮮語ⅠＡ「CC4-6」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

鄭　美京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-18朝鮮語ⅠＡ「SC・SE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・４時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

チョウ　イェラ

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-19朝鮮語ⅠＡ「CB1-3・TA1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

チョウ　イェラ

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-20朝鮮語ⅠＡ「CB4-6・TA2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・３時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

大川　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-21朝鮮語ⅠＡ「CF1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-22朝鮮語ⅠＡ「CF3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

大川　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009842-23朝鮮語ⅠＡ「TK」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：月・５時限　　試験時間割：2019/07/26　２時限,　2020/01/21　２時限　　

白岩　美穂

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、進出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白
帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの
辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと朝鮮語ⅠBが連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞ
れ共に履修していることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセッ
トで履修することを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知っ
ている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は
他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み
重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
3 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
4 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
5 ＜文字と発音＞ 復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
6 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)体言文
7 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
8 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2) ～が、指示表現
9 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
10 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3) 否定の体言文、色々な飲み物
11 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
12 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)： 指示詞、存在詞
13 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
14 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：   体、～を
15 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
16 ＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
18 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4) ：～ましょうか、～から、～（し）に行く
19 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習

20 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)： 尊敬、告知
21 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
22 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：  変則用言
23 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 本文、語彙、表現
26 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(3)(4) ：漢数詞、曜日と日付
27 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2) ：固有数詞、助数詞
28 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第11課 表現、やってみよう
29 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(2)(3) ：現在進行形、～だが
30 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第10～12課の復習



2019-SJ00009843-01朝鮮語ⅠＢ「LC1・LH1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

柳　忠熙

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝
鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段
一段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハ
ングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半から
は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。
教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカ
は日本の大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験を
していきます。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙
や文法を学び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科
書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国
の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な
表現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語
に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動など
コミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙は
すべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し
音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にで
きるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合によ
り成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題し
ます。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-02朝鮮語ⅠＢ「LC2・LH2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

金　京姫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-03朝鮮語ⅠＢ「LJ・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

高　仁淑

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-04朝鮮語ⅠＢ「LE・G全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

金　恩愛

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-05朝鮮語ⅠＢ「LP」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・５時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習
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趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級レベルの朝鮮語を学び身につけます。具
体的には、基礎的な語彙や文法を学習し、それらを4技能(話す
こと、聞くこと、書くこと、読むこと)に結びつけることで、
初級レベルの力を養っていきます。
　使用する教科書は、韓国で作成された教科書を日本で翻訳出
版したものです。生き生きとした韓国語を使って、口頭および
文字によるコミュニケーションを念頭に語彙や文法を学習して
いきます。そのため、作文や発表が多くなります。しっかりと
した準備を行い、実践にすることで、実力が向上することと思
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自身の身の回りや日常について表現する際に必要な語彙を
知っている。(知識・理解)

②韓国語の短い文をつなぎ、まとまった文章を作ることができ
る。(技能)

③ものを買ったり、食堂を利用するなど、場面に応じたロール
プレイを遂行することができる。(技能)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、
韓国語に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑥外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活
動などコミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②付属のCDの音声を事前に繰り返し聞き、わからないとこ
ろ、聞き取れないところがどこであるのかを確認すること。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音読ができ
るようにすること(シャドーイング)。
②音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にできるよう、
繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題をおこなうこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：10％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②④）
・平常点：40％(到達目標⑤⑥、この他、課題の遂行状況や授
業での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。朝鮮語ⅠA（LA）と同一であるので、所持していれば新
規に購入する必要はない。
①慶煕大学国際教育院『日本人のための韓国語ナビ１ 初級』、国書刊行会
ISBN978-4-336-05110-3
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋
税、白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つ
かの辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書で
よい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、週2回の授業あります。授業の間隔が短いので、授業の予習・復習
を怠ると、授業内容を理解することが難しくなる可能性があります。理解が充
分でないところは、放置せず、遠慮なく教員に質問して、理解するようにして
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
朝鮮語ⅠA の学習内容の復習
2. 第11課　寄宿舎の部屋番号
＜文化＞ B級グルメ
3. 第11課　数
＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
4. 第11課　電話番号
＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
5. 第12課　漢字語の数字
＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
6. 第12課　値段を聞いて答える
＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
7. 第12課　希望することを話す
＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
8. 第13課　日記を書く
＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
9. 第13課　曜日と日付を言う
＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
10. 第13課　過去形
＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
11. 第14課　固有語の数字
＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
12. 第14課　時間の言い方
＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
13. 第14課　日課を話す
＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
14. 第15課　総合練習
＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
15. 第15課　総合練習
＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
16. 第16課　韓国の食卓
＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
17. 第16課　提案する
＜文化＞ 小学生から海外留学
18. 第16課　否定表現
＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
19. 第17課　料理の紹介
＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
20. 第17課　食べ物を注文する
＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
21. 第17課　計画を話す
＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
22. 第18課　市場の紹介
＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
23. 第18課　買い物をする
＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
24. 第18課　約束する
＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
25. 第19課　物を買う
＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
26. 第19課　描写する
＜文化＞ 金・李・朴さんが多いですが、名前はどうですか？
27. 第19課　意見を聞く
＜文化＞ 定年が50歳って本当ですか？
28. 第20課　総合練習
＜文化＞ 結婚式はどんな違いがありますか？
29. 第20課　総合練習
＜文化＞ リビングに大きな結婚式の写真を飾るのですか？
30. 全体のまとめ
＜文化＞ 母の日・父の日はありますか？
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丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級レベルの朝鮮語を学び身につけます。具
体的には、基礎的な語彙や文法を学習し、それらを4技能(話す
こと、聞くこと、書くこと、読むこと)に結びつけることで、
初級レベルの力を養っていきます。
　使用する教科書は、韓国で作成された教科書を日本で翻訳出
版したものです。生き生きとした韓国語を使って、口頭および
文字によるコミュニケーションを念頭に語彙や文法を学習して
いきます。そのため、作文や発表が多くなります。しっかりと
した準備を行い、実践にすることで、実力が向上することと思
います。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①自身の身の回りや日常について表現する際に必要な語彙を
知っている。(知識・理解)

②韓国語の短い文をつなぎ、まとまった文章を作ることができ
る。(技能)

③ものを買ったり、食堂を利用するなど、場面に応じたロール
プレイを遂行することができる。(技能)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、
韓国語に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑥外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活
動などコミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②付属のCDの音声を事前に繰り返し聞き、わからないとこ
ろ、聞き取れないところがどこであるのかを確認すること。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音読ができ
るようにすること(シャドーイング)。
②音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にできるよう、
繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題をおこなうこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：10％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②④）
・平常点：40％(到達目標⑤⑥、この他、課題の遂行状況や授
業での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。朝鮮語ⅠA（LA）と同一であるので、所持していれば新
規に購入する必要はない。
①慶煕大学国際教育院『日本人のための韓国語ナビ１ 初級』、国書刊行会
ISBN978-4-336-05110-3
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋
税、白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つ
かの辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書で
よい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、週2回の授業あります。授業の間隔が短いので、授業の予習・復習
を怠ると、授業内容を理解することが難しくなる可能性があります。理解が充
分でないところは、放置せず、遠慮なく教員に質問して、理解するようにして
ください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1. ガイダンス
朝鮮語ⅠA の学習内容の復習
2. 第11課　寄宿舎の部屋番号
＜文化＞ B級グルメ
3. 第11課　数
＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
4. 第11課　電話番号
＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
5. 第12課　漢字語の数字
＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
6. 第12課　値段を聞いて答える
＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
7. 第12課　希望することを話す
＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
8. 第13課　日記を書く
＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
9. 第13課　曜日と日付を言う
＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
10. 第13課　過去形
＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
11. 第14課　固有語の数字
＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
12. 第14課　時間の言い方
＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
13. 第14課　日課を話す
＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
14. 第15課　総合練習
＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
15. 第15課　総合練習
＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
16. 第16課　韓国の食卓
＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
17. 第16課　提案する
＜文化＞ 小学生から海外留学
18. 第16課　否定表現
＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
19. 第17課　料理の紹介
＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
20. 第17課　食べ物を注文する
＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
21. 第17課　計画を話す
＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
22. 第18課　市場の紹介
＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
23. 第18課　買い物をする
＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
24. 第18課　約束する
＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
25. 第19課　物を買う
＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
26. 第19課　描写する
＜文化＞ 金・李・朴さんが多いですが、名前はどうですか？
27. 第19課　意見を聞く
＜文化＞ 定年が50歳って本当ですか？
28. 第20課　総合練習
＜文化＞ 結婚式はどんな違いがありますか？
29. 第20課　総合練習
＜文化＞ リビングに大きな結婚式の写真を飾るのですか？
30. 全体のまとめ
＜文化＞ 母の日・父の日はありますか？



2019-SJ00009843-08朝鮮語ⅠＢ「JJ1-5・MM」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

安藤　純子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-09朝鮮語ⅠＢ「JJ6-10・TM」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

大川　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-10朝鮮語ⅠＢ「JB1-3・TC1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

金　京姫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-11朝鮮語ⅠＢ「JB4-5・TC2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

申　鎬

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-12朝鮮語ⅠＢ「TL」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

崔　秀蓮

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習
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 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

申　鎬

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習
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 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
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金　京姫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習
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申　鎬

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-16朝鮮語ⅠＢ「CC1-3・SM・SP」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

安藤　純子

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-17朝鮮語ⅠＢ「CC4-6」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-18朝鮮語ⅠＢ「SC・SE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・１時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-19朝鮮語ⅠＢ「CB1-3・TA1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

朴　順伊

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-20朝鮮語ⅠＢ「CB4-6・TA2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：水・２時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

崔　秀蓮

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-21朝鮮語ⅠＢ「CF1-2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-22朝鮮語ⅠＢ「CF3-4」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

大川　大輔

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009843-23朝鮮語ⅠＢ「TK」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/31　２時限,　2020/01/25　２時限　　

李　泰勲

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的には、朝鮮
語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話すこと、聞くこ
と、書くこと、読むこと)について初級レベルの力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですので、一段一
段順を追って学んでいきます。前期の前半は、独特な文字であるハング
ルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。前期の後半からは、教
科書『ハングルマダン』の会話文を利用して学習を進めます。教科書の
主人公は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の大
学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をしていきま
す。このエリカが話す韓国語会話文などを利用して、語彙や文法を学
び、さらには4技能へとつなげていきます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』という教科書
に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはもちろん、隣国の異
なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。(知識・
理解)

④ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基本的な表
現を使うことができる。(知識・理解)

⑤韓国文化について、日本と比較して説明することができる。(知識・
理解)

⑥自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、韓国語に
対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

⑦外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活動などコ
ミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出語彙はす
べて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予め自宅で
取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰り返し音
読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正確にでき
るよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割合により
成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④⑤）
・平常点：35％(到達目標⑥⑦、この他、課題の遂行状況や授業での取
り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅠAとⅠBがペアクラスになっているため、定期試験にお
いては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲を分けて出題しま
す。
朝鮮語ⅠA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅠB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダン』、
2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、白帝
社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つかの辞
書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅠAと連携して授業を行います。ⅠAとⅠBはそれぞれ共に履修し
ていることを前提にしていますので、履修する際にはⅠAとⅠBをセットで履修するこ
とを強く勧めます。
・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読んだ
り書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を知って
いる者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要である点は他
の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実に学習を積み重
ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅠAとⅠBが連携して授業を行いますので、朝鮮語ⅠBの授業計画も合わせてご
確認ください。
1 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
2 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
3 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
4 ＜文字と発音＞　復習
・映像や音楽、交流等を通じた言語文化学習
5 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
6 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
7 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
8 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
9 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
10 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
11 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
12 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
13 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
14 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
15 前期の総復習
16 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～て
17 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
18 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
19 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現

20 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
21 ・＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
22 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
23 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第8課、9課の復習
24 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
25 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
26 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
27 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
28 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
29 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
30 総復習



2019-SJ00009852-01朝鮮語ⅡＡ「LC1・LH1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

高　仁淑

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス、韓国語で自己紹介、教科書第1～6課まで
の復習
2 第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
3 第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
4 第13課 文法(4)：～てもよい、表現
5 第14課 文法(1)(2)：現在連体形、～でしょう？
6 第14課 表現、やってみよう
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 本文、語彙、文法(1)：過去連体形
9 第15課 表現、やってみよう
10 第16課 文法(2)(3)(4)：～することができる、～するつ
もりだ、～とき
11 第17課 本文、語彙、文法(1)(2)：～することにする、
～しようと思う
12 第17課 やってみよう
13 第18課 本文、語彙、文法(1)：～ようだ
14 第18課 表現、やってみよう
15 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
16 第19課 本文、語彙、文法(1)：ヘ体
17 第19課 文法(4)： 変則用言、表現
18 第20課 本文、語彙、文法(1)：～するために
19 第20課 表現、やってみよう、韓国の名節
20 第21課 文法(2)(3)(4)：～て以来、～に値する、～の方
21 第19～21課の復習
22 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
23 第22課 文法(2)(3)(4)：～するとしても、させる、～し
さえすれば
24 第23課 本文
25 第23課   体の 疑問形、勧誘形、命令形
26 第23課 韓国の求人広告
27 第24課 文法(1)：引用文
28 第24課 電子メールと日記
29 第22課～24課の復習
30 映像や音楽、交流等を通じた文化学習



2019-SJ00009852-02朝鮮語ⅡＡ「LC2・LH2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス、韓国語で自己紹介、教科書第1～6課まで
の復習
2 第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
3 第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
4 第13課 文法(4)：～てもよい、表現
5 第14課 文法(1)(2)：現在連体形、～でしょう？
6 第14課 表現、やってみよう
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 本文、語彙、文法(1)：過去連体形
9 第15課 表現、やってみよう
10 第16課 文法(2)(3)(4)：～することができる、～するつ
もりだ、～とき
11 第17課 本文、語彙、文法(1)(2)：～することにする、
～しようと思う
12 第17課 やってみよう
13 第18課 本文、語彙、文法(1)：～ようだ
14 第18課 表現、やってみよう
15 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
16 第19課 本文、語彙、文法(1)：ヘ体
17 第19課 文法(4)： 変則用言、表現
18 第20課 本文、語彙、文法(1)：～するために
19 第20課 表現、やってみよう、韓国の名節
20 第21課 文法(2)(3)(4)：～て以来、～に値する、～の方
21 第19～21課の復習
22 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
23 第22課 文法(2)(3)(4)：～するとしても、させる、～し
さえすれば
24 第23課 本文
25 第23課   体の 疑問形、勧誘形、命令形
26 第23課 韓国の求人広告
27 第24課 文法(1)：引用文
28 第24課 電子メールと日記
29 第22課～24課の復習
30 映像や音楽、交流等を通じた文化学習



2019-SJ00009852-03朝鮮語ⅡＡ「LJ・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

白岩　美穂

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス、韓国語で自己紹介、教科書第1～6課まで
の復習
2 第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
3 第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
4 第13課 文法(4)：～てもよい、表現
5 第14課 文法(1)(2)：現在連体形、～でしょう？
6 第14課 表現、やってみよう
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 本文、語彙、文法(1)：過去連体形
9 第15課 表現、やってみよう
10 第16課 文法(2)(3)(4)：～することができる、～するつ
もりだ、～とき
11 第17課 本文、語彙、文法(1)(2)：～することにする、
～しようと思う
12 第17課 やってみよう
13 第18課 本文、語彙、文法(1)：～ようだ
14 第18課 表現、やってみよう
15 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
16 第19課 本文、語彙、文法(1)：ヘ体
17 第19課 文法(4)： 変則用言、表現
18 第20課 本文、語彙、文法(1)：～するために
19 第20課 表現、やってみよう、韓国の名節
20 第21課 文法(2)(3)(4)：～て以来、～に値する、～の方
21 第19～21課の復習
22 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
23 第22課 文法(2)(3)(4)：～するとしても、させる、～し
さえすれば
24 第23課 本文
25 第23課   体の 疑問形、勧誘形、命令形
26 第23課 韓国の求人広告
27 第24課 文法(1)：引用文
28 第24課 電子メールと日記
29 第22課～24課の復習
30 映像や音楽、交流等を通じた文化学習



2019-SJ00009852-04朝鮮語ⅡＡ「LE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

柳　忠熙

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス、韓国語で自己紹介、教科書第1～6課まで
の復習
2 第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
3 第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
4 第13課 文法(4)：～てもよい、表現
5 第14課 文法(1)(2)：現在連体形、～でしょう？
6 第14課 表現、やってみよう
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 本文、語彙、文法(1)：過去連体形
9 第15課 表現、やってみよう
10 第16課 文法(2)(3)(4)：～することができる、～するつ
もりだ、～とき
11 第17課 本文、語彙、文法(1)(2)：～することにする、
～しようと思う
12 第17課 やってみよう
13 第18課 本文、語彙、文法(1)：～ようだ
14 第18課 表現、やってみよう
15 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
16 第19課 本文、語彙、文法(1)：ヘ体
17 第19課 文法(4)： 変則用言、表現
18 第20課 本文、語彙、文法(1)：～するために
19 第20課 表現、やってみよう、韓国の名節
20 第21課 文法(2)(3)(4)：～て以来、～に値する、～の方
21 第19～21課の復習
22 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
23 第22課 文法(2)(3)(4)：～するとしても、させる、～し
さえすれば
24 第23課 本文
25 第23課   体の 疑問形、勧誘形、命令形
26 第23課 韓国の求人広告
27 第24課 文法(1)：引用文
28 第24課 電子メールと日記
29 第22課～24課の復習
30 映像や音楽、交流等を通じた文化学習



2019-SJ00009852-05朝鮮語ⅡＡ「LP」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・１時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス、韓国語で自己紹介、教科書第1～6課まで
の復習
2 第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
3 第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
4 第13課 文法(4)：～てもよい、表現
5 第14課 文法(1)(2)：現在連体形、～でしょう？
6 第14課 表現、やってみよう
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 本文、語彙、文法(1)：過去連体形
9 第15課 表現、やってみよう
10 第16課 文法(2)(3)(4)：～することができる、～するつ
もりだ、～とき
11 第17課 本文、語彙、文法(1)(2)：～することにする、
～しようと思う
12 第17課 やってみよう
13 第18課 本文、語彙、文法(1)：～ようだ
14 第18課 表現、やってみよう
15 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
16 第19課 本文、語彙、文法(1)：ヘ体
17 第19課 文法(4)： 変則用言、表現
18 第20課 本文、語彙、文法(1)：～するために
19 第20課 表現、やってみよう、韓国の名節
20 第21課 文法(2)(3)(4)：～て以来、～に値する、～の方
21 第19～21課の復習
22 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
23 第22課 文法(2)(3)(4)：～するとしても、させる、～し
さえすれば
24 第23課 本文
25 第23課   体の 疑問形、勧誘形、命令形
26 第23課 韓国の求人広告
27 第24課 文法(1)：引用文
28 第24課 電子メールと日記
29 第22課～24課の復習
30 映像や音楽、交流等を通じた文化学習



2019-SJ00009852-06朝鮮語ⅡＡ「LA1」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限, 金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの朝鮮語にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠA（LA）で使用した
教科書であるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語
教本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版
社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は、予習復習をしっかりとしてきていることを前提に
進めます。また、週2回の授業です。毎回の予習・復習を
怠ったると、授業内容を積み重ねることが難しくなる可能
性がありますので、留意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 第13課　本文、語彙、文法（1）：～から
2 第13課　文法（2）（3）：～したら、不可能の副詞
3 第13課　文法（4）：～てもよい、表現
4 第13課　やってみよう、第14課　本文、語彙
5 第14課　文法（1）（2）：現在連体形、～でしょう？
6 第14課　文法（3）（4）：～ながら、 変則用言
7 第14課　表現、やってみよう、第15課 本文、語彙
8 第15課　文法（1）（2）：過去連体形、～くなる
9 第15課　文法（3）（4）：～たことがある、～ないで
ください、表現
10 第15課　やってみよう、第16課　本文、語彙
11 第16課　文法（1）（2）：未来連体形、～すること
ができる
12 第16課　文法（3）（4）：～するつもりだ、～とき
13 第16課　文法（5）：～なんですよ、表現
14 第16課　やってみよう、第17課　本文、語彙
15 第17課　文法（1）（2）：～することにする、～し
ようと思う
16 第17課　文法（3）（4）：～することができない、
～なければならない
17 第17課　表現、文法
18 第18課　本文、語彙、文法（1）：～ようだ
19 第18課　文法（2）、（3）、（4）：～します、～の
で、～ですね
20 第18課　表現、やってみよう
21 第19課　本文、語彙、文法（1）：半言
22 第19課　文法（2）（3）：～していて、～のか
23 第19課　文法（4） 変則用言、表現
24 第19課　やってみよう、第20課　本文、語彙
25 第20課　文法（1）（2）：～するために、～ものと
思った
26 第20課　文法（3）（4）：～ように、状態の継続、
表現
27 第20課　やってみよう、第21課 本文、語彙
28 第21課　文法（1）（2）（3）：～ですって？、～て
から、～に値する
29 第21課　文法（4）：方向、表現、やってみよう
30 総まとめ



2019-SJ00009852-07朝鮮語ⅡＡ「LA2」

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：水・２時限, 金・５時限　　試験時間割：2019/07/30　１時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの朝鮮語にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠA（LA）で使用した
教科書であるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語
教本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版
社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は、予習復習をしっかりとしてきていることを前提に
進めます。また、週2回の授業です。毎回の予習・復習を
怠ったると、授業内容を積み重ねることが難しくなる可能
性がありますので、留意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 第13課　本文、語彙、文法（1）：～から
2 第13課　文法（2）（3）：～したら、不可能の副詞
3 第13課　文法（4）：～てもよい、表現
4 第13課　やってみよう、第14課　本文、語彙
5 第14課　文法（1）（2）：現在連体形、～でしょう？
6 第14課　文法（3）（4）：～ながら、 変則用言
7 第14課　表現、やってみよう、第15課 本文、語彙
8 第15課　文法（1）（2）：過去連体形、～くなる
9 第15課　文法（3）（4）：～たことがある、～ないで
ください、表現
10 第15課　やってみよう、第16課　本文、語彙
11 第16課　文法（1）（2）：未来連体形、～すること
ができる
12 第16課　文法（3）（4）：～するつもりだ、～とき
13 第16課　文法（5）：～なんですよ、表現
14 第16課　やってみよう、第17課　本文、語彙
15 第17課　文法（1）（2）：～することにする、～し
ようと思う
16 第17課　文法（3）（4）：～することができない、
～なければならない
17 第17課　表現、文法
18 第18課　本文、語彙、文法（1）：～ようだ
19 第18課　文法（2）、（3）、（4）：～します、～の
で、～ですね
20 第18課　表現、やってみよう
21 第19課　本文、語彙、文法（1）：半言
22 第19課　文法（2）（3）：～していて、～のか
23 第19課　文法（4） 変則用言、表現
24 第19課　やってみよう、第20課　本文、語彙
25 第20課　文法（1）（2）：～するために、～ものと
思った
26 第20課　文法（3）（4）：～ように、状態の継続、
表現
27 第20課　やってみよう、第21課 本文、語彙
28 第21課　文法（1）（2）（3）：～ですって？、～て
から、～に値する
29 第21課　文法（4）：方向、表現、やってみよう
30 総まとめ



2019-SJ00009852-08朝鮮語ⅡＡ「JECSTPG」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：火・５時限　　試験時間割：2019/07/24　２時限,　2020/01/16　２時限　　

鄭　美京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス、韓国語で自己紹介、教科書第1～6課まで
の復習
2 第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
3 第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
4 第13課 文法(4)：～てもよい、表現
5 第14課 文法(1)(2)：現在連体形、～でしょう？
6 第14課 表現、やってみよう
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 本文、語彙、文法(1)：過去連体形
9 第15課 表現、やってみよう
10 第16課 文法(2)(3)(4)：～することができる、～するつ
もりだ、～とき
11 第17課 本文、語彙、文法(1)(2)：～することにする、
～しようと思う
12 第17課 やってみよう
13 第18課 本文、語彙、文法(1)：～ようだ
14 第18課 表現、やってみよう
15 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
16 第19課 本文、語彙、文法(1)：ヘ体
17 第19課 文法(4)： 変則用言、表現
18 第20課 本文、語彙、文法(1)：～するために
19 第20課 表現、やってみよう、韓国の名節
20 第21課 文法(2)(3)(4)：～て以来、～に値する、～の方
21 第19～21課の復習
22 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
23 第22課 文法(2)(3)(4)：～するとしても、させる、～し
さえすれば
24 第23課 本文
25 第23課   体の 疑問形、勧誘形、命令形
26 第23課 韓国の求人広告
27 第24課 文法(1)：引用文
28 第24課 電子メールと日記
29 第22課～24課の復習
30 映像や音楽、交流等を通じた文化学習



2019-SJ00009853-01朝鮮語ⅡＢ「LC1・LH1」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

高　仁淑

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
2 第12課 文法(4)： 変則用言、表現、やってみよう
3 第13課 文法(2)(3)：～したら、不可能の副詞
4 第13課 やってみよう
第14課 本文、語彙
5 第14課 文法(3)(4)：～ながら、 変則用言
6 第12～14課の復習
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 文法(2)(3)(4)：～くなる、～たことがある、～
ないでください
9 第16課 本文、語彙、文法(1)：未来連体形
10 第16課 文法(5)：～なんですよ、表現、やってみよう
11 第17課 文法(3)(4)：～することができる、～なければ
ならない、表現
12 第15～17課の復習
13 第18課 文法(2)(3)(4)：～します、～ので、～ですね
14 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
15 前期の総復習
16 第19課 文法(2)(3)：～していて、～のか
17 第19課 やってみよう
18 第20課 文法(2)(3)(4)：～ものと思った、～ように
19 第21課 本文、語彙、文法(1)：～ですって？
20 第21課 表現、交通カード、やってみよう
21 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
22 第22課 本文、語彙、文法(1)：～の通りに
23 第22課 表現、韓国語の心理テスト、やってみよう
24 第23課   体の平叙形
25 第23課 受身形と料理のレシピ作成
26 第24課 本文
27 第24課 文法(2)(3)：引用文連体形、引用文縮約形
28 第24課 あなたの夢
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ00009853-02朝鮮語ⅡＢ「LC2・LH2」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

趙　賢眞

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
2 第12課 文法(4)： 変則用言、表現、やってみよう
3 第13課 文法(2)(3)：～したら、不可能の副詞
4 第13課 やってみよう
第14課 本文、語彙
5 第14課 文法(3)(4)：～ながら、 変則用言
6 第12～14課の復習
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 文法(2)(3)(4)：～くなる、～たことがある、～
ないでください
9 第16課 本文、語彙、文法(1)：未来連体形
10 第16課 文法(5)：～なんですよ、表現、やってみよう
11 第17課 文法(3)(4)：～することができる、～なければ
ならない、表現
12 第15～17課の復習
13 第18課 文法(2)(3)(4)：～します、～ので、～ですね
14 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
15 前期の総復習
16 第19課 文法(2)(3)：～していて、～のか
17 第19課 やってみよう
18 第20課 文法(2)(3)(4)：～ものと思った、～ように
19 第21課 本文、語彙、文法(1)：～ですって？
20 第21課 表現、交通カード、やってみよう
21 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
22 第22課 本文、語彙、文法(1)：～の通りに
23 第22課 表現、韓国語の心理テスト、やってみよう
24 第23課   体の平叙形
25 第23課 受身形と料理のレシピ作成
26 第24課 本文
27 第24課 文法(2)(3)：引用文連体形、引用文縮約形
28 第24課 あなたの夢
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ00009853-03朝鮮語ⅡＢ「LJ・LG・LF」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
2 第12課 文法(4)： 変則用言、表現、やってみよう
3 第13課 文法(2)(3)：～したら、不可能の副詞
4 第13課 やってみよう
第14課 本文、語彙
5 第14課 文法(3)(4)：～ながら、 変則用言
6 第12～14課の復習
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 文法(2)(3)(4)：～くなる、～たことがある、～
ないでください
9 第16課 本文、語彙、文法(1)：未来連体形
10 第16課 文法(5)：～なんですよ、表現、やってみよう
11 第17課 文法(3)(4)：～することができる、～なければ
ならない、表現
12 第15～17課の復習
13 第18課 文法(2)(3)(4)：～します、～ので、～ですね
14 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
15 前期の総復習
16 第19課 文法(2)(3)：～していて、～のか
17 第19課 やってみよう
18 第20課 文法(2)(3)(4)：～ものと思った、～ように
19 第21課 本文、語彙、文法(1)：～ですって？
20 第21課 表現、交通カード、やってみよう
21 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
22 第22課 本文、語彙、文法(1)：～の通りに
23 第22課 表現、韓国語の心理テスト、やってみよう
24 第23課   体の平叙形
25 第23課 受身形と料理のレシピ作成
26 第24課 本文
27 第24課 文法(2)(3)：引用文連体形、引用文縮約形
28 第24課 あなたの夢
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ00009853-04朝鮮語ⅡＢ「LE」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

金　恩愛

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
2 第12課 文法(4)： 変則用言、表現、やってみよう
3 第13課 文法(2)(3)：～したら、不可能の副詞
4 第13課 やってみよう
第14課 本文、語彙
5 第14課 文法(3)(4)：～ながら、 変則用言
6 第12～14課の復習
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 文法(2)(3)(4)：～くなる、～たことがある、～
ないでください
9 第16課 本文、語彙、文法(1)：未来連体形
10 第16課 文法(5)：～なんですよ、表現、やってみよう
11 第17課 文法(3)(4)：～することができる、～なければ
ならない、表現
12 第15～17課の復習
13 第18課 文法(2)(3)(4)：～します、～ので、～ですね
14 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
15 前期の総復習
16 第19課 文法(2)(3)：～していて、～のか
17 第19課 やってみよう
18 第20課 文法(2)(3)(4)：～ものと思った、～ように
19 第21課 本文、語彙、文法(1)：～ですって？
20 第21課 表現、交通カード、やってみよう
21 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
22 第22課 本文、語彙、文法(1)：～の通りに
23 第22課 表現、韓国語の心理テスト、やってみよう
24 第23課   体の平叙形
25 第23課 受身形と料理のレシピ作成
26 第24課 本文
27 第24課 文法(2)(3)：引用文連体形、引用文縮約形
28 第24課 あなたの夢
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ00009853-05朝鮮語ⅡＢ「LP」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

金　京姫

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
2 第12課 文法(4)： 変則用言、表現、やってみよう
3 第13課 文法(2)(3)：～したら、不可能の副詞
4 第13課 やってみよう
第14課 本文、語彙
5 第14課 文法(3)(4)：～ながら、 変則用言
6 第12～14課の復習
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 文法(2)(3)(4)：～くなる、～たことがある、～
ないでください
9 第16課 本文、語彙、文法(1)：未来連体形
10 第16課 文法(5)：～なんですよ、表現、やってみよう
11 第17課 文法(3)(4)：～することができる、～なければ
ならない、表現
12 第15～17課の復習
13 第18課 文法(2)(3)(4)：～します、～ので、～ですね
14 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
15 前期の総復習
16 第19課 文法(2)(3)：～していて、～のか
17 第19課 やってみよう
18 第20課 文法(2)(3)(4)：～ものと思った、～ように
19 第21課 本文、語彙、文法(1)：～ですって？
20 第21課 表現、交通カード、やってみよう
21 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
22 第22課 本文、語彙、文法(1)：～の通りに
23 第22課 表現、韓国語の心理テスト、やってみよう
24 第23課   体の平叙形
25 第23課 受身形と料理のレシピ作成
26 第24課 本文
27 第24課 文法(2)(3)：引用文連体形、引用文縮約形
28 第24課 あなたの夢
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ00009853-06朝鮮語ⅡＢ「LA1」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限, 金・５時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

丁　仁京

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、中級レベルの朝鮮語を学び身につけます。具
体的には、一日のスケジュールを説明するようなまとまった朝
鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的の達成に至る
ような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子メールの作成の
ような一定の方を持った文章の作成に取り組むことを通じ、中
級にかけての朝鮮語能力の育成を行います。また、中盤以降は
韓国の国立国語院が企画した中級韓国語教科書を使用して学び
ます。こちらはテーマ別の構成になっており、各テーマに必要
な語彙や文法を4技能に結びつけながら繰り返しトレーニング
します。日本で作成した教科書にはない表現も多くありますの
で、実践で通じる力がつくでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場面（詳しい自己紹介、ショッピング）、テーマ（求
人情報、天候）等で必要な語彙と表現を知っている。(知識・
理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊の教科書を使用する。このうち、①は、朝鮮語
ⅡA（LA）で使用した教科書であるので、新規に購入する
必要はない。②については新規に購入すること
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語
教本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版
社
ISBN978-4-255-55648-2
②韓国・国立国語院企画、金貞淑著、姜昌萬監訳『韓国語
の第一歩　中級』、三修社、2011年、2800円＋税
ISBN978-4-384-04368-6

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は、予習復習をしっかりとしてきていることを前提に
進めます。また、週2回の授業です。毎回の予習・復習を
怠ったると、授業内容を積み重ねることが難しくなる可能
性がありますので、留意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 第22課　本文、語彙、文法（1）：～の通りに
2 第22課　文法（2）（3）（4）：～するとしても、～
させる、～しさえすれば
3 第22課　韓国語の心理テスト、表現、やってみよう
4 第23課　文法（1）：  体
5 第23課　本文、受身形、韓国語でレシピの紹介
6 第23課　求人広告、第24課　本文
7 第24課　引用文
8 第24課　引用文連体形、引用文縮約形
9 第24課　電子メールと日記
10 第22～24課のまとめ
11 レッスン01　会話、語彙と表現
12 レッスン01　文法：～て以来、～でしょう、～です
ねえ、～について
13 レッスン01　会話練習と課題
14 レッスン01　ライティング課題と文化
15 レッスン02　会話、語彙と表現
16 レッスン02　文法：推測、～になる、連体詞形
17 レッスン02　会話練習と課題
18 レッスン02　ライティング課題と文化
19 レッスン03　会話、語彙と表現
20 レッスン03　文法：̃ので、～ではある、 不規則
21 レッスン03　会話練習と課題
22 レッスン03　ライティング課題と文化
23 レッスン04　会話、語彙と表現
24 レッスン04　文法：̃になる、～しようと思う、～
だったらよいな、～したり
25 レッスン04　会話練習と課題
26 レッスン04　ライティング課題と文化
27 レッスン05　会話、語彙と表現
28 レッスン05　文法：意向、～してあげる、～だが、
29 レッスン05　会話練習と課題
30 レッスン05　ライティング課題と文化



2019-SJ00009853-07朝鮮語ⅡＢ「LA2」

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限, 金・５時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

松﨑　真日

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、中級レベルの朝鮮語を学び身につけます。具
体的には、一日のスケジュールを説明するようなまとまった朝
鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的の達成に至る
ような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子メールの作成の
ような一定の方を持った文章の作成に取り組むことを通じ、中
級にかけての朝鮮語能力の育成を行います。また、中盤以降は
韓国の国立国語院が企画した中級韓国語教科書を使用して学び
ます。こちらはテーマ別の構成になっており、各テーマに必要
な語彙や文法を4技能に結びつけながら繰り返しトレーニング
します。日本で作成した教科書にはない表現も多くありますの
で、実践で通じる力がつくでしょう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場面（詳しい自己紹介、ショッピング）、テーマ（求
人情報、天候）等で必要な語彙と表現を知っている。(知識・
理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊の教科書を使用する。このうち、①は、朝鮮語
ⅡA（LA）で使用した教科書であるので、新規に購入する
必要はない。②については新規に購入すること
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語
教本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版
社
ISBN978-4-255-55648-2
②韓国・国立国語院企画、金貞淑著、姜昌萬監訳『韓国語
の第一歩　中級』、三修社、2011年、2800円＋税
ISBN978-4-384-04368-6

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用す
ることを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしな
い。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は、予習復習をしっかりとしてきていることを前提に
進めます。また、週2回の授業です。毎回の予習・復習を
怠ったると、授業内容を積み重ねることが難しくなる可能
性がありますので、留意してください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 第22課　本文、語彙、文法（1）：～の通りに
2 第22課　文法（2）（3）（4）：～するとしても、～
させる、～しさえすれば
3 第22課　韓国語の心理テスト、表現、やってみよう
4 第23課　文法（1）：  体
5 第23課　本文、受身形、韓国語でレシピの紹介
6 第23課　求人広告、第24課　本文
7 第24課　引用文
8 第24課　引用文連体形、引用文縮約形
9 第24課　電子メールと日記
10 第22～24課のまとめ
11 レッスン01　会話、語彙と表現
12 レッスン01　文法：～て以来、～でしょう、～です
ねえ、～について
13 レッスン01　会話練習と課題
14 レッスン01　ライティング課題と文化
15 レッスン02　会話、語彙と表現
16 レッスン02　文法：推測、～になる、連体詞形
17 レッスン02　会話練習と課題
18 レッスン02　ライティング課題と文化
19 レッスン03　会話、語彙と表現
20 レッスン03　文法：̃ので、～ではある、 不規則
21 レッスン03　会話練習と課題
22 レッスン03　ライティング課題と文化
23 レッスン04　会話、語彙と表現
24 レッスン04　文法：̃になる、～しようと思う、～
だったらよいな、～したり
25 レッスン04　会話練習と課題
26 レッスン04　ライティング課題と文化
27 レッスン05　会話、語彙と表現
28 レッスン05　文法：意向、～してあげる、～だが、
29 レッスン05　会話練習と課題
30 レッスン05　ライティング課題と文化



2019-SJ00009853-08朝鮮語ⅡＢ「JECSTPG」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・４時限　　試験時間割：2019/07/29　５時限,　2020/01/23　５時限　　

申　鎬

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、初級～中級入り口レベルの朝鮮語を学び身に
つけます。具体的には、一日のスケジュールを説明するような
まとまった朝鮮語を話したり、幾度かのやり取りを通して目的
の達成に至るような会話を遂行したり、韓国のレシピや電子
メールの作成のような一定の方を持った文章の作成に取り組む
ことを通じ、初級から中級にかけての朝鮮語能力の育成を行い
ます。また、書き言葉やぞんざいな言葉遣いなど、様々なスタ
イルの挑戦後にも触れます。聞き手や媒体に対応した朝鮮語の
姿を理解できるよう学習を進めます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①特定の場所や場面（駅、タクシー、郵便局など）で必要な語
彙と表現を知っている。(知識・理解)

②ぞんざいな話し方、敬語を使用した話し方などがあることを
理解している。(知識・理解)

③韓国語で自らの考えをまとめて、話すこと（スピーチ）がで
きる。(技能)

④自律的な韓国語学習者として、教科書以外の韓国語に積極的
に触れ、わからないことは調べることができる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べるとともに、概略を理解し
ておく。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。

復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標③）
・定期試験：50％（到達目標①②）
・平常点：35％(到達目標④、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

なお本科目はⅡAとⅡBがペアクラスになっているため、定期
試験においては、出題範囲の重複を避け、次のように出題範囲
を分けて出題します。
朝鮮語ⅡA：教科書の奇数課の内容について出題します。
朝鮮語ⅡB：教科書の偶数課の内容について出題します。

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の教科書を使用するが、朝鮮語ⅠAで使用した教科書で
あるので、新規に購入する必要はない。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教
本　ハングルマダン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用する
ことを勧める (幾つかの辞書があるが、特に指定はしない。
スマートフォンのアプリ、電子辞書でよい) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・本授業は、朝鮮語ⅡAと朝鮮語ⅡBが連携して授業を行い
ます。ⅡAとⅡBはそれぞれ両科目とも同時に履修している
ことを前提にし授業を行います。したがって、履修する際に
はⅡAとⅡBをセットで履修することを強く勧めます。
・本科目は、初級～中級入り口レベルの授業になります。旅
行でさほど困らない程度の朝鮮語を身に着けている人には不
向きです。人文学部東アジア地域言語学科の科目を聴講する
ことを検討してみてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

朝鮮語ⅡAとⅡBが連携して授業を行いますので、朝鮮語
ⅡBの授業計画も合わせてご確認ください。
1 ガイダンス
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
2 第12課 文法(4)： 変則用言、表現、やってみよう
3 第13課 文法(2)(3)：～したら、不可能の副詞
4 第13課 やってみよう
第14課 本文、語彙
5 第14課 文法(3)(4)：～ながら、 変則用言
6 第12～14課の復習
7 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
8 第15課 文法(2)(3)(4)：～くなる、～たことがある、～
ないでください
9 第16課 本文、語彙、文法(1)：未来連体形
10 第16課 文法(5)：～なんですよ、表現、やってみよう
11 第17課 文法(3)(4)：～することができる、～なければ
ならない、表現
12 第15～17課の復習
13 第18課 文法(2)(3)(4)：～します、～ので、～ですね
14 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
15 前期の総復習
16 第19課 文法(2)(3)：～していて、～のか
17 第19課 やってみよう
18 第20課 文法(2)(3)(4)：～ものと思った、～ように
19 第21課 本文、語彙、文法(1)：～ですって？
20 第21課 表現、交通カード、やってみよう
21 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
22 第22課 本文、語彙、文法(1)：～の通りに
23 第22課 表現、韓国語の心理テスト、やってみよう
24 第23課   体の平叙形
25 第23課 受身形と料理のレシピ作成
26 第24課 本文
27 第24課 文法(2)(3)：引用文連体形、引用文縮約形
28 第24課 あなたの夢
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ0000B841-01朝鮮語Ⅰ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部１時限　　試験時間割：2019/07/25　夜１限,　2020/01/23　夜１限　　

李　泰勲

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語の基礎を学び身につけます。具体的に
は、朝鮮語の音韻・語彙・発音の基礎を学んだ上で、4技能(話
すこと、聞くこと、書くこと、読むこと)について入門レベル
の力を養います。
　受講生の殆どは、朝鮮語を本格的に学ぶのは初めてですの
で、一段一段順を追って学んでいきます。前期は、独特な文字
であるハングルの仕組みや、韓国語の音韻を中心に学びます。
後期は、教科書『ハングルマダン』の会話文を利用した学習が
中心になります。教科書の主人公は韓国に交換留学中のエリカ
という学生です。エリカは日本の大学から韓国の大学に交換留
学中で、留学先で様々な体験をしていきます。このエリカの会
話を通じて韓国語でのやり取りを学びます。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』とい
う教科書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはも
ちろん、隣国の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①ハングルで書かれた韓国語を音声にすることができる。(技
能)

②韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

③基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。
(知識・理解)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤外国語で、話すこと、聞くことの技能を養うために、ペア活
動などコミュニカティブな練習に取り組むことができる。(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④）
・平常点：35％(到達目標⑤、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。いずれも学内の教科書販売コーナーで購入可能。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダ
ン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋
税、白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つ
かの辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよ
い) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・入門レベルの授業になります。韓国語の基本的な動詞や形容詞を用いた文を読
んだり書いたりすることができるレベルにある人には不向きです。
・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を
知っている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要で
ある点は他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実
に学習を積み重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
＜文字と発音＞第1課　韓国語の特徴、ハングル、文字の構成、基本母音
2 ガイダンス
＜文化＞韓国版新幹線KTXには、改札がないのですか？
＜文字と発音＞子音の発音
3 ＜文化＞なぜ、路上駐車が多いのですか？
＜文字と発音＞合成母音(1)、子音の発音(2)
4 ＜文化＞鍋のふたにラーメンをのせて食べるのですか？
＜文字と発音＞合成母音(2)、パッチム
5 ＜文化＞電車の中で電話をする人が多いですが、大丈夫ですか？
＜文字と発音＞2つのパッチム、連音、濃音化
6 ＜文化＞毎日お風呂に入らないのですか？
＜文字と発音＞日本語のハングル表記、分かち書き
7 ＜文化＞街中で軍人をよく見かけますが、怖くないですか？
＜文字と発音＞ 音の弱化、激音化
8 ＜文化＞兵役とチョコパイは、どんな関係がありますか？
・挨拶、教室用語
9 ＜文化＞ 北朝鮮との国境は、どうやって見分けるのですか？
第1課　本文・語彙・文法(1)：体言文
10 ＜文化＞ 南北離散家族って何ですか？
第1課　文法(2)(3)(4)：体言文の尊敬形、～は、～と申します
11 ＜文化＞ 板門店は個人でも行けますか？
第1課　表現、いろいろな職業、いろいろな趣味
12 ＜文化＞ マザコンの男性が多いですか？
第1課　やってみよう
第2課　本文・語彙・表現
13 ＜文化＞ 冬は、氷点下18度まで下がるって本当ですか？
第2課　文法(1)(2)：～が、指示表現
14 ＜文化＞ 日本のことをどう思いますか？
第2課　文法(3)：なに、やってみよう
15 前期のまとめ
16 ＜文化＞ ソウル紹介
第3課　本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 路線バスに乗るとき、走らないと行けないですか？
第3課　文法(1)(2)：体言文（ヘヨ体）、体言文の尊敬形（ヘヨ体）
18 ＜文化＞ 十字架をよく見かけますが、協会は多いですか？
第3課　文法(3)：～じゃありません、色々な飲み物
19 ＜文化＞ お墓はどんな様式ですか？
第3課　やってみよう、国・地域の名前、言語の名称
20 ＜文化＞ マンションにベランダはないのですか？
第4課　本文、語彙、表現
21 ＜文化＞ トイレットペーパーを流してはいけないのですか？
第4課　文法(1)(2)：指示詞、存在詞
22 ＜文化＞割り勘ではなく、一人で全部払うのですか？
第4課　文法(3)(4)：～に、～と
23 ＜文化＞ ご当地のおみやげがありますか？
第4課　やってみよう
24 ＜文化＞ 手軽に作れるおすすめの食べ物はありますか？
第5課 本文、語彙、表現
25 ＜文化＞一人で外食することが少ないですか？
第5課 文法(1)(2)：～です（ハムニダ体）、～を
26 ＜文化＞ 真っ黒なチャジャン麺は、おいしいですか？
第5課 文法(3)(4)：～で、～て
27 ＜文化＞ ひざを立ててご飯を食べるのは、普通ですか？
第5課 やってみよう
28 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
29 映像や音楽、交流等を通じた文化学習
30 総復習



2019-SJ0000B851-01朝鮮語Ⅱ「B全」

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：通年：木・二部２時限　　試験時間割：2019/07/25　夜２限,　2020/01/23　夜２限　　

李　泰勲

◎－－－　概要　－－－◎

　この授業では、朝鮮語Ⅰでの学習内容を基礎に、初級レベル
の朝鮮語を学び、身につけます。具体的には、朝鮮語の音韻・
語彙・発音に関する知識と技能を4技能(話すこと、聞くこと、
書くこと、読むこと)に結びつけ、初級レベルの力を養いま
す。
　授業では、教科書に沿って学んでいきます。教科書の主人公
は韓国に交換留学中のエリカという学生です。エリカは日本の
大学から韓国の大学に交換留学中で、留学先で様々な体験をし
ていきます。たとえば、食堂に入って注文をしたり、友達と電
話で話をしたりする場面が出てきます。これらの場面において
必要になる語彙や文法、さらには表現を使う練習へと進みま
す。
　また、韓国・朝鮮の文化についても『ソウルスタイル』とい
う教科書に沿って学んでいきます。朝鮮語を習得することはも
ちろん、隣国の異なる文化も学びます。

◎－－－　到達目標　－－－◎

①韓国語で簡単なやり取りを行うことができる。(技能)

②基礎的な単語を用いた韓国語の短い文を作ることができる。
(知識・理解)

③ものを買ったり、食堂を利用するなど、旅行で必要になる基
本的な表現を使うことができる。(知識・理解)

④韓国文化について、日本と比較して説明することができる。
(知識・理解)

⑤自律的な韓国語学習者として、教室の外でも韓国語を学び、
韓国語に対する知識を広げることができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次の①と②について計30分程度の予習を行うこと。
①次の回で学習予定の部分について、教科書に目を通し、新出
語彙はすべて辞書を使い意味を調べる。
②教科書の各課の最後にある「やってみよう」のAとBは、予
め自宅で取り組んだ上で授業に臨む。
復習：以下の①～③について計60分程度の復習を行うこと
①ダウンロードした音声を利用し、音声のあとをすぐ追って繰
り返し音読ができるようにすること(シャドーイング)。
②ダウンロードした音声を利用し、音声からの書き起こしが正
確にできるよう、繰り返し練習すること。
③その他、授業で指示された課題

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

本授業は、各到達目標の達成度を基準として、下記の方法と割
合により成績評価します。
・授業内小試験：15％（到達目標①②）
・定期試験：50％（到達目標③④）
・平常点：35％(到達目標⑤、この他、課題の遂行状況や授業
での取り組みも平常点に含まれます)

◎－－－　テキスト　－－－◎

以下の2冊を使用する。朝鮮語Ⅰで使用したものと同じものですので、新規に購入
する必要はありません。
①松﨑真日・熊木勉・金昴京・丁仁京・李秀炅著『韓国語教本　ハングルマダ
ン』、2017年、2500円＋税、朝日出版社
ISBN978-4-255-55648-2
②朴大王著『ソウルスタイル 韓国のそこが知りたい55』、2013年、1200円＋税、
白帝社、
ISBN978-4-86398-129-4

◎－－－　参考書　－－－◎

韓日・日韓辞書があると学習に大いに役立つので、活用することを勧める (幾つか
の辞書があるが、特に指定はしない。スマートフォンのアプリ、電子辞書でよ
い) 。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・1回の授業に対して、復習・予習を必ず行ってください。朝鮮語は、日本語を
知っている者にとって大変学びやすい外国語ではありますが、積み重ねが重要で
ある点は他の外国語と同じです。予習・授業・復習のサイクルを止めずに、着実
に学習を積み重ねてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 ガイダンス
＜文化＞ 器を手で持ち上げて食べるのは、行儀が悪いですか？
第6課 本文、語彙、表現
2 ＜文化＞ ご飯を食べてから、お酒を飲むのですか？
第6課 文法(1)(2)：ヘヨ体、～くて
3 ＜文化＞ 冷蔵庫の中の大きな容器には、何が入っているのですか？
第6課  / 型、 やってみよう
4 ＜文化＞ B級グルメ
第7課 本文、語彙、表現、文法(1)：否定形
5 ＜文化＞ 自転車をあまり見かけないのは、なぜですか？
第7課 文法(2)(3)(4)：～ましょうか、～から、～（し）に行く
6 ＜文化＞ 赤ちゃんに純金の指輪を送るのですか？
第7課 ( )型、やってみよう
7 ＜文化＞ おすすめのおみやげは、何ですか？
第6課・7課の復習
8 ＜文化＞ スイカを手みやげに持っていくのですか？
第8課 本文、語彙、表現
9 ＜文化＞ 寿司とラーメンは、同じ店で売っているのですか？
第8課 文法(1)(2)：尊敬の作り方、～しますね
10 ＜文化＞ タクシーを呼ぶとき、手を上下に振るのですか？
第8課 文法(3)(4)：～にする、 変則用言
11 ＜文化＞シュポとマートは、どう違いますか？
第8課 やってみよう
12 ＜文化＞ 道でよく人に声をかけられます。それは普通ですか？
・いろいろな食物
・語幹と語尾の接続
・文法・語彙のまとめ
13 ＜文化＞ ソウルでは日が長いと感じますが、勘違いですか？
第9課 本文、語彙、文法(1)：( )変則用言
14 ＜文化＞ 両替はどこでするのがお得ですか？
第9課 文法(2)(3)(4)：～たい、～ましょう、
15 ＜文化＞ 住民登録番号ってなんですか？
第9課 表現、やってみよう
16 ＜文化＞ 女性は整形について、どう考えているのですか？
第10課 本文、語彙、表現
17 ＜文化＞ 高校生は、夜10時まで学校で勉強するのですか？
第10課 (1)(2)：過去形、～だが
18 ＜文化＞ 大学図書館は、24時間空いているのですか？
第10課 文法(3)(4)：漢数詞、曜日と日付
19 ＜文化＞ 小学生から海外留学
第10課 文法(5)： 変則用言、やってみよう
20 ＜文化＞ 男性がよく花を贈りますが、ドラマだからですか？
第11課 本文、語彙、文法(1)(2)：固有数詞、助数詞
21 ＜文化＞ 学生たちに人気のある遊びは何ですか？
第11課 文法(3)(4)：尊敬の特殊な形、授受表現
22 ＜文化＞ なぜドラマにお金持ちが多くでてくるのですか？
第11課 表現、やってみよう
23 ＜文化＞ 上下関係は厳しいですか？
第12課 本文、語彙、文法(1)：～になる
24 ＜文化＞ 親や身内にも敬語を使うのですか？
第12課 文法(2)(3)：現在進行形、～だが
25 ＜文化＞ どうして横を向いてお酒を飲むのですか？
第12課 文法(4)： 変則用言、表現
26 ＜文化＞ 女性同士で腕を組んで歩くのは、普通ですか？
第13課 本文、語彙、文法(1)：～から
27 ＜文化＞ 毎年誕生日が変わるのは、どうしてですか？
第13課 文法(2)(3)：～たら、不可能の副詞
28 ＜文化＞ 金・李・朴さんが多いですが、名前はどうですか？
第13課 文法(4)：～てもよい、表現
29 ＜文化＞ 定年が50歳って本当ですか？
第13課 やってみよう
30 総復習


