
 

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 

320248 XZY1320248 

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２cA 朴 修禧 

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 
 基本的な言葉と文型を使って簡単な日常会話ができる。 韓国の文化を）理解するために映画を見やり音楽」を聴きながら韓国語より馴染むよ
うになる。 後期の韓国への短期留学に備え、 日常会話をより多く練習する。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】제 10과. 종합 연습（１） 
【前・後】反対語を覚える 

【授】제 16과. 학생 식당으로 갈까요?（１） 
【前・後】提案の表現の練習。 

第２回 第１０回 
【授】제 10과. 종합 연습（２） 
【前・後】韓国の食事のマナーを理解する。 

【授】제 16과. 학생 식당으로 갈까요?（２） 
【前・後】友達と食堂でメニューを決める・ 

第３回 第１１回 
【授】제 12과. 아저씨, 이 사전 얼마예요?（１） 
【前・後】価格に対して訊いたり答えたり練習する。 

【授】제 18과. 동대문 시장에 같이 갑시다. （１） 
【前・後】相手の提案に応じる時の表現練習。 

第４回 第１２回 
【授】제 12과. 아저씨, 이 사전 얼마예요?（２） 
【前・後】買いたいものに対して話す。 

【授】제 18과. 동대문 시장에 같이 갑시다.（2） 
【前・後】友達と週末の約束をして見る。 

第５回 第１３回 
【授】제 14과. 지금 몇 시예요?（１） 
【前・後】過去の表現の練習をする。（日記を書く） 

【授】제 20과. 종합 연습（１） 
【前・後】色々な質問に正しく答える。 

第６回 第１４回 
【授】제 14과. 지금 몇 시예요?（２） 
【前・後】カレンダを見ながら日付を言う。 

【授】제 20과. 종합 연습（２） 
【前・後】基本の会話をする。 

第７回 第１５回 
【授】韓国映画鑑賞（１） 
【前・後】映画の台詞を書く、 また話してみる。 

【授】口頭テスト 
【前・後】授業中に学習したテキストの該当箇所を読み直しておくこと。また次回の授業で取
り上げる箇所をあらかじめ熟読しておくこと。 

第８回 第１６回 
【授】韓国映画鑑賞（２） 
【前・後】映画の感想文を書く（韓国語混じり） 

【授】期末筆記試験 

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       ４０ 
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       ０ 

成果発表（口頭・実技）       ２０ 
演習       ０ 

その他       １０ 

その他は出欠 
教科書参考書 

 韓国語初級１ （慶煕大学校出版局） 
受講に当たっての留意事項 

 前学期に学んだ文型をしっかり理解し、身に付けておく。 ほぼ毎回授業の終わりに口頭テストを行いますので、積極的に授業に臨む事。 ほ
ぼ毎回宿題がある。 

学習到達目標 
 基本の文型と単語を使って簡単な日常の会話ができる。 韓国の文化が理解出来る。 

JABEE 
 

【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習
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