
 

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 

320252 XZY2320252 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ３年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ３年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

韓国語４bA 吉澤 文寿 

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１～３までの学習を簡単に復習してから、文法事項を中心に学習の要点を整理する。日本で出版されたテキストを用いて、日本語を母語と
するものの特性を生かした言語学習を通して、初級段階の語学力を完成させることを目指す。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】韓国語３の復習 
【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。 

【授】10 課 字幕を見ながら勉強します。（その１） ／ -(으)ㄴ/는 편이에요 / -(으)면서 
【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２回 第１０回 
【授】７課 少し安くしてください。（その１） ／ -아/어 주세요 / -아/어 보세요 
【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。 

【授】10 課 字幕を見ながら勉強します。（その２） ／ -는 것이 (-는 게) 
【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３回 第１１回 
【授】７課 少し安くしてください。（その２） ／ -아/어 주세겠어요? 
【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。 

【授】11 課 今日は来られないそうです。（その１） ／ -다고 했어요 / -ㄴ/는다고 했어요 
/ -았/었다고 했어요 
【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４回 第１２回 
【授】８課 私の気持ちですから受け取ってください。（その１） ／ -(으)니까 / -네요 
【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。 

【授】11 課 今日は来られないそうです。（その２） ／ -대요 / -ㄴ/는대요 
【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５回 第１３回 
【授】８課 私の気持ちですから受け取ってください。（その２） ／ -ㄹ/을 것 같아요 
【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。 

【授】12 課 久しぶりに来てみて、どうですか？（その１） ／ -던 / -아/어 보니까 
【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６回 第１４回 
【授】９課 咳がひどくて眠れませんでした。（その１） ／ -(으)십니다 / -(으)십니까? / 못- 
【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。 

【授】12 課 久しぶりに来てみて、どうですか？（その２） ／ -아/어지다 
【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７回 第１５回 
【授】９課 咳がひどくて眠れませんでした。（その２） ／ -(으)ㄹ 때 
【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。 

【授】１０～１２課の復習 
【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】７～９課の復習 
【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。 

【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       80 
小テスト・授業内レポート       20 

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

成果発表（口頭・実技）        
演習        

その他        

出席が 2/3以上の者に期末試験の受験資格を与え、成績は期末試験の結果で評価する。なお、宿題、小テストなどを成績評価に加える。 
教科書参考書 

金順玉・阪堂千津子・崔栄美『ちょこっとチャレンジ！韓国語』白水社、2011年、定価：2400円＋税 
受講に当たっての留意事項 

前学期に引き続き、学習項目を着実に習得してほしい。宿題も随時出したい。 
学習到達目標 

韓国語による表現を楽しみつつ、基礎的な語学能力を完成させ、実践的に韓国語を活用できるようになることを目指す。 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 



 

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 

320252 XZY2320252 

1 前期 

国際学部国際文化学科 専門 選択必修 ３年 

国際学部国際文化学科英語集中コース 専門 選択必修 ３年 

授業科目 担当教員 情報文化学部情報文化学科 × × × 

韓国語４bB 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 
より高度な文型を使って、約束をしたり、電話をかける事ができる。また状況を判断し推測の表現をする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】제 4과 아직 일이 안 끝났어요（１） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

【授】제 6과 선생님 좀 바꿔 주세요（１） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

第２回 第１０回 
【授】제 4과 아직 일이 안 끝났어요(2) 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

【授】제 6과 선생님 좀 바꿔 주세요(2) 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

第３回 第１１回 
【授】제 4과 아직 일이 안 끝났어요(2) 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

【授】제 6과 선생님 좀 바꿔 주세요（３） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

第４回 第１２回 
【授】제 5과 너무 바빠서 못 갔어요(（１） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

【授】제 7과 곧 비가 오겠어요(1) 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

第５回 第１３回 
【授】제 5과 너무 바빠서 못 갔어요(2) 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

【授】제 7과 곧 비가 오겠어요（２） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

第６回 第１４回 
【授】제 5과 너무 바빠서 못 갔어요（３） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

【授】제 7과 곧 비가 오겠어요（３） 
【前・後】前回の講義ノートを見直しておくと共にテキストの該当部分を熟読しておくこと 

第７回 第１５回 
【授】韓国の映画鑑賞（１） 
【前・後】韓国の文化や風習を理解する。 

【授】口頭テスト 
【前・後】いろいろな文型を使って，自然な会話をする。 

第８回 第１６回 
【授】韓国の映画鑑賞（２） 
【前・後】日本と韓国の文化の違いを理解する 

【授】期末筆記試験 
【前・後】今学期の学習内容のまとめ。 

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        

宿題・授業外レポート       １０ 
授業態度・授業への参加       ２０ 

成果発表（口頭・実技）       ２０ 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

美しい韓国語１－３ （韓国語教育解発研究院） 
受講に当たっての留意事項 

前学期に学んだ文型を完全に理解する。 毎回課題が与えられる。 毎回授業の終わりに口頭テストを行うので積極的に授業に臨むこと。 
学習到達目標 

相手に確認することができる。 電話で用件を伝えることができる。天気予報が理解できる。 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 


