
 

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 

320254 XZY2320254 

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５bA 桜沢 亜伊 

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 
前セメスターまでの学習を踏まえて、より実践的な演習を行う。韓国の新聞記事を教材として、その読解を正確に行うとともに、南北朝鮮に対す
る理解を深めることを目指す。初めて目にした語彙や表現を読み解くための練習をしながら、現代朝鮮を様々な角度からみていく。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】ガイダンス 【授】演習（８） 

【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第２回 第１０回 
【授】演習（１） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】演習（９） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第３回 第１１回 
【授】演習（２） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】演習（１０） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第４回 第１２回 
【授】演習（３） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】演習（１１） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第５回 第１３回 
【授】演習（４） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】演習（１２） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第６回 第１４回 
【授】演習（５） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】演習（１３） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第７回 第１５回 
【授】演習（６） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】演習（１４） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

第８回 第１６回 
【授】演習（７） 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

【授】まとめ 
【前・後】テキストの該当箇所に不明な点がなくなるまで調べること。 

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        
小テスト・授業内レポート        

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        

出席が三分の二以上の者に受験資格を与え、成績は試験結果を基本とし、授業態度、課題の提出状況などを加味する。 
教科書参考書 

韓国の新聞記事（入手方法についてはガイダンスで説明する） 
受講に当たっての留意事項 

特別な事情がない限り、欠席しないこと。教材中に不明な語句がある場合は、必ず自ら調べること。 
学習到達目標 

実用的な韓国語読解能力を身につけること。卒業論文作成時に韓国語文献を使用する者は、自力で読み解けるようになること。 
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 

320254 XZY2320254 

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５bB 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 
より自然な会話が出来るように多様な文型を習しながら発話練習を主にする。 

各回毎の授業内容 
第１回 第９回 
【授】제 8과  수영을 좋아하지만 잘하지 못해요(2) 
【前・後】逆接の状況を話す 

【授】제 10과 저희 아버지 생신입니다.（３） 
【前・後】尊敬語を使って両親や目上の方に対して話す 

第２回 第１０回 
【授】제 8과  수영을 좋아하지만 잘하지 못해요(2) 
【前・後】出来なかった理由を話す 

【授】韓国の映画鑑賞（１） 
【前・後】韓国の文化を理解する。 

第３回 第１１回 
【授】제 8과  수영을 좋아하지만 잘하지 못해요(2) 
【前・後】好きな季節に対して話す。 

【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。 

第４回 第１２回 
【授】제 9과  제주도에 가 봤어요?(2) 
【前・後】経験を話す。 

【授】제 11과  어른들께서는 건강 식품을 좋아하시니까 인삼을 선물하세요. 
【前・後】理由を話す。 

第５回 第１３回 
【授】제 9과  제주도에 가 봤어요?(2) 
【前・後】旅行地を推薦する。 

【授】제 11과  어른들께서는 건강 식품을 좋아하시니까 인삼을 선물하세요. 
【前・後】他人の話を引用して述べる。 

第６回 第１４回 
【授】제 9과  제주도에 가 봤어요?(2) 
【前・後】旅行地に対して会話をする。 

【授】제 11과  어른들께서는 건강 식품을 좋아하시니까 인삼을 선물하세요.(1) 
【前・後】間接引用の文章を理解する。 

第７回 第１５回 
【授】제 10과 저희 아버지 생신입니다.(1) 
【前・後】尊敬語が使える。 

【授】口頭テスト 
【前・後】会話文を作成して覚えて披露する。 

第８回 第１６回 
【授】제 10과 저희 아버지 생신입니다.（２） 
【前・後】尊敬語の使い方を確認し，間違ってる文章を正しく直す。 

【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（韓国語教育解発院） 
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する。毎回宿題が与えられる。 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 

自分の経験を述べたり， 他人の話を引用しながら自然な会話ができる。 尊敬語を使って礼儀正しい話をすることができる。 
JABEE 

 
【授】：授業内容【前・後】：事前・事後学習

 


