
 

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 

320253 XZY2320253 

1 後期 

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５aA 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 
中級レベルの語彙・文型・会話・読解力を総合的に向上させることを目的とする。今までより高度な文法や語彙、多様な表現を学習し、コミュニ
ケーション能力を向上させるため、授業では教科書の語彙や文法項目を重点的に取り扱い、教室以外でできることは自習にする。韓国語で授業を
行う。レベルの語彙・文型・会話・読解力を相互的に向上させることを目的とする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】第５課 날씨와 생활 
【前・後】語彙、文法項目の予習と復習 

【授】第 7 課 정보 
【前・後】長文を読む練習をする 

第２回 第１０回 
【授】第 5 課 날씨와 생활 
【前・後】長文を読む練習をする 

【授】第 7 課 정보 
【前・後】聞き取り、書き取り 

第３回 第１１回 
【授】第 5 課 날씨와 생활 
【前・後】聞き取り、書き取り 

【授】第 7 課 정보 
【前・後】テーマについて自分の意見を韓国語で書く・話す 

第４回 第１２回 
【授】第 5 課 날씨와 생활 
【前・後】テーマについて自分の意見を韓国語で書く・話す 

【授】第 7 課 정보 
【前・後】関連文化を調べる(ことわざ、四字熟語等） 

第５回 第１３回 
【授】第 5 課 날씨와 생활 
【前・後】関連文化を調べる(韓国の歳時風俗、祝日等） 

【授】第７課 정보 
【前・後】学習ドリル（『혼자서 공부하는 한국어』) 

第６回 第１４回 
【授】第５課 날씨와 생활 
【前・後】学習ドリル（『혼자서 공부하는 한국어』) 

【授】第 7 課 정보 
【前・後】小テスト（語彙、書き取り等） 

第７回 第１５回 
【授】第５課 날씨와 생활 
【前・後】小テスト（語彙、書き取り等） 

【授】語用例の学習 

第８回 第１６回 
【授】第 7 課 정보 
【前・後】語彙・文法項目の予習と復習 

【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 

『韓国語中級１』慶熙大学国際教育院 
受講に当たっての留意事項 

予習と復習をしっかりしてください。自分のレベルに合わせて学習目標を立て、積極的な態度で授業に臨んでください。 
学習到達目標 

中級レベルの会話力と韓国語能力試験 3級以上の合格を目標にしたい。 
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 

320253 XZY2320253 

1 後期 

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５aB 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 
中級レベルの語彙・文型・会話・読解力を総合的に向上させることを目的にする。今までより高度な文法や語彙、多様な表現を学習し、コミュニ
ケーション能力を向上させるため、授業では教科書の語彙や文法項目を重点的に取り扱う。韓国語で授業を行う。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】オリエンテーション （今学期の授業の内容・次回の予告。 夏休みの思い出を韓国語で
発表する） 
【前・後】韓国での旅行地に対して話が出来るように練習する。 

【授】第８課 편지 (도입 / 듣고 말하기) 
【前・後】友達に手紙を書く 

第２回 第１０回 
【授】第６課 여행 (도입 / 듣고 말하기) 
【前・後】旅行に関する単語を調べる。 

【授】第８課 편지 (듣기 과제 1 / 듣기 과제 2) 
【前・後】授業で聞いたＣＤの内容確認 

第３回 第１１回 
【授】第６課 여행 (듣기 과제 1/ 듣기 과제 2) 
【前・後】授業で聞いたＣＤの内容確認 

【授】第８課 편지 (문법) 
【前・後】学習ドリル (혼자서 공부하는 한국어) 

第４回 第１２回 
【授】第６課 여행 (문법) 
【前・後】以前学習した文法の確認。 学習ドリル（혼자서 공부하는 한국어) 

【授】第８課 편지 (읽고 말하기) 
【前・後】長文の読解 

第５回 第１３回 
【授】第６課 여행 (읽고 말하기) 
【前・後】長文の読解 

【授】第８課 편지 (쓰기) 
【前・後】色々の形式の手紙 （招待状・注文書・公的な手紙）を書く 

第６回 第１４回 
【授】第６課 여행(쓰기) 
【前・後】韓国語で紀行文を書く 

【授】口頭テストの準備 
【前・後】会話文を作り、暗記する 

第７回 第１５回 
【授】韓国の映画鑑賞（１） 
【前・後】映画で聞き取れた韓国語の確認 

【授】口頭テスト 
【前・後】ペアで会話をする 

第８回 第１６回 
【授】韓国の映画鑑賞（２） 
【前・後】韓国語で映画鑑賞文を書く 

【授】期末筆記試験 
【前・後】今学期の学習内容をまとめる 

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       １０ 

成果発表（口頭・実技）       ２０ 
演習        

その他        

 
教科書参考書 

 한국어 중급 1 (慶熙大学校出版局）/ 한국어 중급 1 혼자서 공부하는 한국어（慶熙大学校出版局） 
受講に当たっての留意事項 

 予習と復習をしっかりしてください。各自自分のレベルに合う目標を立て、積極的に授業に臨んでください。 
学習到達目標 

 中級レベルの会話力と韓国語能力試験３級以上の合格を目標にする。 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 


