
 

科目名 ハングル（韓国語） 科目分類 

□専門科目群（第１グループ） 

■総合科目群（第２グループ） 

   学科 □必修 ■選択 

   学科 □必修 ■選択 

英文表記 Korean 開講年次 ■１年 □２年 □３年 □４年 

ふりがな イ チョンミン 開講期間 □前期 □後期 ■通年 □集中 

担当者名 李  廷 珉 이 정민 修得単位     ４単位 

授業のテーマ ハングル（＝韓国語）の基礎を身につけ、あいさつや初歩的な表現をマスターする。 

授業概要 

ハングルの読み方、ハングル文法の基礎。まず、ハングルの仕組みと文字構成の理解を通じて、正確な発

音ができるための学習をめざします。その後は、日常の基本的なあいさつや自己紹介の表現等を学び繰り

返し練習します。 

到達目標 

１． 文字と発音の定着 

２． 身近なものごとを表す語彙の習得 

３． 決まり文句としてのあいさつが出来るようになる` 

４． 最も基本的な文型になじむ。 

授業時間外の 

学習 
予習、復習。 

履修条件 
留学したい、その国を知りたい、その国で生活してみたい、旅行してみたいなど、目的意識をもって、語

学にチャレンジすると、必ず上手になります。興味と関心をもつ。要するに、好きになることですね！！！ 

授業計画 

第１回 ガイダンス－学習計画作成－ 第32回 何時からですか。 

   몇시부터 입니까? 

第2回 私は日本人です。 

저는 일본 사람 입니다. 

第33回 何時までですか。  

   몇시까지 입니까? 

第３回 私は田中と申します。 

    저는 타나카 라고 합니다. 

第34回 小テストと解説 

第４回 小テストと解説 第35回 日本には何時に着きましたか。 

   일본에는 몇시에 왔습니까? 

第５回 日本人ではありません。 

    일본 사람이 아닙니다. 

第36回 日本からは何時に発ちますか。 

   일본에서는 몇시에 떠납니까? 

第６回 私は田中ではありません。 

    저는 타나카가 아닙니다. 

第37回 小テストと解説 

第７回 小テストと解説 第38回 お名前は？ 

   이름은 무엇입니까? 

第８回 それは何ですか。 

    그것은 무엇입니까? 

第39回 お職業は？ 

   직업은 무엇입니까? 

第９回 これは鉛筆です。 

    이것은 연필입니다. 

第40回 小テストと解説 

第10回 小テストと解説 第41回 ①どちらへ行っていらっしゃいましたか。 

   어디에 다녀 오셨습니까? 



第11回 約束があります。 

    약속이 있습니다. 

第42回 ②どちらへ行っていらっしゃいましたか。 

    어디에 다녀 오셨습니까? 

第12回 ソウル駅です。 

    서울역입니다. 

第43回 小テストと解説 

第13回 小テストと解説 第44回 ①日本と韓国は似ているけど、結構違うでしょ

う？ 

    일본과 한국은 많이 닮았지만, 틀린점도 

많이 있겠죠? 

第14回 会社はどこにありますか。 

    회사는 어디에 있습니까? 

第45回 ②日本と韓国は似ているけど、結構違うでしょ

う？ 

   일본과 한국은 많이 닮았지만, 틀린점도 

많이 있겠죠? 

第15回 会社は鐘路（チョンロ）にあります。 

    회사는 종로에 있습니다. 

第46回 小テストと解説 

第16回 小テストと解説 第47回 温泉に行きたいです。 

    온천에 가고 싶어요. 

第17回 週末は何をしますか。 

    주말은 어디에 갑니까? 

第48回 日本には温泉がたくさんあります。 

    일본에 온천이 많이 있습니다. 

第18回 公園へ行きます。 

    공원에 갑니다. 

第49回 小テストと解説 

第19回 小テストと解説 第50回 ① プレゼントを買うので、お金をたくさん使いま

す。 

  선물을 사기때문에 돈이 많이 필요합니다. 

第20回 そんなに遠くありません。 

    그렇게 멀지 않습니다. 

第51回 ② プレゼントを買うので、お金をたくさん使いま

す。 

선물을 사기때문에 돈이 많이 필요합니다. 

第21回 近くの所にあります。 

    가까운 곳에 있습니다. 

第52回 小テストと解説 

第22回 小テストと解説 第53回 ① 結婚式に何を着て行けばいいのですか。 

결혼식에 무엇을 입고 가야 좋겠습니까? 

第23回 何時に行きますか。 

    몇시에 갑니까/출발 합니까? 

第54回 ② 結婚式に何を着て行けばいいのですか。 

결혼식에 무엇을 입고 가야 좋겠습니까? 

第24回 何時に着きますか。 

    몇시에 도착 합니까? 

第55回 小テストと解説 

第25回 小テストと解説 第56回 ① 食事でも一緒にしましょうか。 

    식사라도 같이 하시죠? 

第26回 釜山（プサン）までどうやって行きますか。 第57回 ② 食事でも一緒にしましょうか。 



    부산까지는 어떻게 가야 합니까? 식사라도 같이 하시죠? 

第27回 飛行機と汽車で行けます。 

    비행기와 기차로 갈 수 있습니다. 

第58回 ① 写真を撮っていただけますか。 

사진 좀 찍어 주시겠어요? 

第28回 汽車で、ソウルから釜山（プサン）までは、どの

くらいかかりますか。 

    서울에서 부산까지는 기차로 얼마나 

걸립니까? 

第59回 ② 写真を撮っていただけますか。 

사진 좀 찍어 주시겠어요?  

第29回 小テストと解説 第60回 小テストと解説 

第30回 前期のまとめ 第61回 後期のまとめ 

第31回 前期定期試験 第62回 後期定期試験 

テキスト 新大久保語学院 李志映『新装版 できる韓国語 初級Ⅰ』アスク；新装版、2010年。 

参考文献・資料 白峰子著野間秀樹監修大井秀明『韓国語文法辞典』三修社、2004年。 

成績評価の方法 平常点（２０％）、小テスト（３０％）、期末試験（５０％）を勘案し総合的に評価する。 

成績評価基準 

【平成２７年度(２０１５)以前に入学した学生】 

優(100～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下) 

【平成２８年度(２０１６)以降入学した学生】 

秀(100～90点)、優(89～80点)、良(79～70点)、可(69～60点)、不可(59点以下) 

※出席回数が規定に満たない場合、試験を受けることができません。 

オフィスアワー 毎週火曜日 １３：００～１４：３０ 

学生への 

メッセージ 
どなたでも歓迎いたします。ハングルを勉強しよう！ 

 


