
 

科目コード ナンバリング 単位数 学期 授業区分 科目区分 履修区分 学年 

320246 XZY1320246 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ２年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ２年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

韓国語２aA 申 銀珠 

情報文化学部情報システム学科経営コース(26 年度以降) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(26 年度以降) × × × 

情報文化学部情報システム学科経営コース(25 年度) × × × 
情報文化学部情報システム学科情報コース(25 年度) × × × 

情報文化学部情報システム学科(24 年度以前) × × × 

授業目的 
『韓国語１』にひきつづき、基本的な語彙や表現を学習する。初級レベルの「読む・書く・聴く・話す」の能力を着実に身につけたい。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】第 11 課 서점이 몇 층에 있어요? 
【前・後】漢数字、電話番号の言い方を覚える 

【授】第１７課 뭘 드시겠습니까? 
【前・後】敬語を使った文章を書く 

第２回 第１０回 
【授】第 11 課 서점이 몇 층에 있어요? 
【前・後】助詞の使い方を理解する 

【授】学習ドリル（プリント） 
【前・後】復習・応用 

第３回 第１１回 
【授】第１３課 오늘이 무슨 요일이에요? 
【前・後】日付と曜日に言い方を覚える 

【授】学習ドリル（プリント） 
【前・後】復習・応用 

第４回 第１２回 
【授】第１３課 오늘이 무슨 요일이에요? 
【前・後】過去形を使った文章を書く、日記等 

【授】第１９課 이 운동화 어때요? 
【前・後】用言の活用、変則用言 

第５回 第１３回 
【授】学習ドリル（プリント） 
【前・後】復習・応用 

【授】第１９課 이 운동화 어때요? 
【前・後】初級レベルの文法項目の理解 

第６回 第１４回 
【授】第１５課 総合練習 
【前・後】復習（読む・書く） 

【授】学習ドリル（プリント） 
【前・後】復習・応用 

第７回 第１５回 
【授】第１５課 総合練習 
【前・後】復習（聴く・話す） 

【授】全体の復習 
【前・後】「聴く・話す」を中心に復習 

第８回 第１６回 
【授】第１７課 뭘 드시겠습니까? 
【前・後】韓国語の敬語の特徴を理解する 

【授】定期試験 

成績評価方法 
 知識・理解 思考・判断 関心・意欲 強調・指導力 発表・表現 その他 評価割合(%) 

定期試験       ５０ 
小テスト・授業内レポート       ２０ 

宿題・授業外レポート       １０ 
授業態度・授業への参加       １０ 

成果発表（口頭・実技）       １０ 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

『韓国語初級』（国際教育院韓国語教育部、慶熙大学校出版局） 
受講に当たっての留意事項 

毎回宿題が与えられ、随時小テストを行います。欠席しないこと。 
学習到達目標 

初級レベルの韓国語の能力をしっかりと身につけること。韓国語でちょっとした意思伝達ができるようになることを目標にします。また韓国語学
習を通して韓国の社会・文化にも興味を持ち、理解を深めるきっかけになればいいと思います。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
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