
オンラインレッスン韓国語入門改訂　学習項目 2019.1現在

回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法 旧入門

1 第1課 ハングル (1) ハングル
2 第1課 ハングル (2) ハングル
3 第1課 ハングル (3) ハングル
4 第1課 ハングル (4) ハングル
5 第1課 ハングル (5) ハングル
6 第1課 ハングル (6) ハングル
7 第2課 私はイヒョヌです。(1) 文法
8 第2課 私はイヒョヌです。(2) 練習
9 第2課 私はイヒョヌです。(3) 発話練習

10 第2課 私はイヒョヌです。(4) 会話
11 第3課 イギリス人ではありません。(1) 文法
12 第3課 イギリス人ではありません。(2) 練習
13 第3課 イギリス人ではありません。(3) 発話練習
14 第3課 イギリス人ではありません。(4) 会話
15 第4課 シッケはお酒ではありませんか。(1) 文法
16 第4課 シッケはお酒ではありませんか。(2) 文法
17 第4課 シッケはお酒ではありませんか。(3) 発話練習
18 第4課 シッケはお酒ではありませんか。(4) 会話
19 第5課 今日は行きません。(1) 文法
20 第5課 今日は行きません。(2) 文法
21 第5課 今日は行きません。(3) 練習
22 第5課 今日は行きません。(4) 発話練習
23 第5課 今日は行きません。(5) 会話
24 強化練習 - 発音(1) 強化練習
25 第6課 銀行はどこにありますか。(1) 文法
26 第6課 銀行はどこにありますか。(2) 文法
27 第6課 銀行はどこにありますか。(3) 発話練習
28 第6課 銀行はどこにありますか。(4) 会話
29 第7課 43,000ウォンです。(1) 文法
30 第7課 43,000ウォンです。(2) 文法
31 第7課 43,000ウォンです。(3) 練習
32 第7課 43,000ウォンです。(4) 発話練習
33 第7課 43,000ウォンです。(5) 会話
34 強化練習 - 発音(2) 強化練習

ヨ体

A

・基本母音
・基本子音 / 激音 / 濃音
・複合母音
・パッチム
・覚えて便利な表現

A12課

B1課、B2課

1．存在詞 있다 / 없다

　（ある・いる / ない・いない）
2．ㅂ不規則用言

1．数字
2．日付 월 / 일（月 / 日）

A1課、A2課
A3課、A4課
A6課、A7課
A8課、A9課

・初対面での挨拶
・故郷や趣味などを尋ねる

・道を尋ねる
・場所や位置を尋ねる

A13課

・買い物をしながら値段を尋ねる
・数字の読み方

1．助詞 는 / 은（～は）
2．指定詞 이다（～だ）①

A11課

・国籍を尋ねる
・否定をする①

1．助詞 가 / 이（～が）
2．否定 가 / 이 아니다

　（～ではない）①

A13課

・ものを尋ねる
・否定をする②

・電話で食事に誘う
・スケジュールを尋ねる

1．指定詞 이다（～だ）②
2．否定 가 / 이 아니다

　（～ではない）②
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35 第1課 江南まで行ってください。(1) 文法
36 第1課 江南まで行ってください。(2) 文法
37 第1課 江南まで行ってください。(3) 発話練習
38 第1課 江南まで行ってください。(4) 会話
39 第2課 大丈夫であれば郊外に行きたいです。(1) 文法
40 第2課 大丈夫であれば郊外に行きたいです。(2) 文法
41 第2課 大丈夫であれば郊外に行きたいです。(3) 発話練習
42 第2課 大丈夫であれば郊外に行きたいです。(4) 会話
43 強化練習 - 助詞 強化練習
44 第3課 のり巻き1つと天ぷら3個包んでください。(1) 文法
45 第3課 のり巻き1つと天ぷら3個包んでください。(2) 練習
46 第3課 のり巻き1つと天ぷら3個包んでください。(3) 発話練習
47 第3課 のり巻き1つと天ぷら3個包んでください。(4) 会話
48 第4課 今までどう過ごしましたか。(1) 文法
49 第4課 今までどう過ごしましたか。(2) 練習
50 第4課 今までどう過ごしましたか。(3) 発話練習
51 第4課 今までどう過ごしましたか。(4) 会話
52 第5課 バスを待っています。(1) 文法
53 第5課 バスを待っています。(2) 文法
54 第5課 バスを待っています。(3) 発話練習
55 第5課 バスを待っています。(4) 会話
56 強化練習 - 数字 強化練習
57 第6課 風邪を引いて休みました。(1) 文法
58 第6課 風邪を引いて休みました。(2) 文法
59 第6課 風邪を引いて休みました。(3) 発話練習
60 第6課 風邪を引いて休みました。(4) 会話
61 第7課 どのように行った方が早いですか。(1) 文法
62 第7課 どのように行った方が早いですか。(2) 文法
63 第7課 どのように行った方が早いですか。(3) 発話練習
64 第7課 どのように行った方が早いですか。(4) 会話
65 第8課 お名前は何とおっしゃいますか。(1) 文法
66 第8課 お名前は何とおっしゃいますか。(2) 文法
67 第8課 お名前は何とおっしゃいますか。(3) 発話練習
68 第8課 お名前は何とおっしゃいますか。(4) 練習
69 第8課 お名前は何とおっしゃいますか。(5) 会話
70 強化練習 - 不規則用言 強化練習

1．原因 서（～て、～ので）
2．用言否定 지 않다（～しない）

1．手段・方法 (으)로（～で）
2．動詞の現在連体形 는

1．ニダ体
2．敬語 (으)시다 ②

B9課

B3課、B4課1．数詞
2．時間 시 / 분（時 / 分）

1．過去形
2．目的 (으)러（～しに）

1．接続語尾 고（～て）
2．動作進行・継続状態
　  고 있다（～している）

B

・注文をする
・人や物を数えたり、時間を伝えたり
する

・近況を話す
・目的を伝える

・電話で現状説明をする
・複文で話す

・物事の原因を話す
・否定をする③

・行き方を尋ねる
・ものごとについて詳しく伝える

・予約の確認をする
・敬語で話す

・予定を尋ねる
・希望、願望について話す

1．敬語 (으)시다 ①
2．依頼 주세요（～てください）

1．希望・願望 고 싶다（～したい）
2．仮定 (으)면（もし～ならば）

B12課

B7課

・タクシーの運転手に目的地を伝える
・依頼や丁寧な指示をする
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