
オンラインレッスン韓国語基礎改訂　学習項目 2019.9現在

回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法 旧基礎

1 第1課 何、召し上がりますか。 (1) 文法

2 第1課 何、召し上がりますか。 (2) 練習

3 第1課 何、召し上がりますか。 (3) 文法

4 第1課 何、召し上がりますか。 (4) 発話練習

5 第1課 何、召し上がりますか。 (5) 会話

6 第2課 夕食を食べた後には何しましょうか。(1) 文法

7 第2課 夕食を食べた後には何しましょうか。(2) 文法

8 第2課 夕食を食べた後には何しましょうか。(3) 発話練習

9 第2課 夕食を食べた後には何しましょうか。(4) 会話

10 第3課 どこから来られましたか。(1) 文法

11 第3課 どこから来られましたか。(2) 文法

12 第3課 どこから来られましたか。(3) 発話練習

13 第3課 どこから来られましたか。(4) 会話

14 第4課 明日は何をするつもりですか。(1) 文法

15 第4課 明日は何をするつもりですか。(2) 文法

16 第4課 明日は何をするつもりですか。(3) 発話練習

17 第4課 明日は何をするつもりですか。(4) 会話

18 第5課 辛いものが食べたいですね。(1) 文法

19 第5課 辛いものが食べたいですね。(2) 文法

20 第5課 辛いものが食べたいですね。(3) 発話練習

21 第5課 辛いものが食べたいですね。(4) 会話

22 第6課 30分ぐらいまっすぐ行けばあると思います。(1) 文法

23 第6課 30分ぐらいまっすぐ行けばあると思います。(2) 文法

24 第6課 30分ぐらいまっすぐ行けばあると思います。(3) 発話練習

25 第6課 30分ぐらいまっすぐ行けばあると思います。(4) 会話

26 第7課 13日まで泊まる予定です。(1) 文法

27 第7課 13日まで泊まる予定です。(2) 文法

28 第7課 13日まで泊まる予定です。(3) 発話練習

29 第7課 13日まで泊まる予定です。(4) 会話

30 強化練習 - 接続副詞 強化練習

31 強化練習 - 助詞 強化練習

32 強化練習 - 数字 強化練習

33 強化練習 - 発音 (1) 強化練習

A

・予約をする

・義務を表現する

1．動詞の未来連体形 (으)ㄹ

2．義務 야 하다 (되다)

B16課

B17課

B18課

・提案をする

・状態を表現する

1．形容詞の現在連体形 (으)ㄴ

2．(으)면 되다（～すればよい）

A14課

・道を尋ねる

・物事を予測する

1．지만（～ですが / ～ますが）

2．(으)ㄹ 거다 ②（～と思う）

A17課

・予定を言う

・複文で話す

1．接続語尾 서

2．(으)ㄹ 거다 ①（～するつもりだ）

B1課

B4課

・食事に誘う

・勧誘や提案をする

1．動詞の過去連体形 (으)ㄴ

2．지요 ①（～しましょう）

B1課

B14課

・敬語で話す

・感じたことを言う

1．敬語の過去形 (으)셨다

2．네요（～ですね / ～ますね）

・互いの意志を確認する

・勧誘をする

1．意志 / 推測 겠다

2．(으)ㄹ까요?

　（～しましょうか / でしょうか）



オンラインレッスン韓国語基礎改訂　学習項目 2019.9現在

回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法 旧基礎

34 第1課 安いので人気が高いです。(1) 文法

35 第1課 安いので人気が高いです。(2) 文法

36 第1課 安いので人気が高いです。(3) 発話練習

37 第1課 安いので人気が高いです。(4) 会話

38 第2課 食べ物を食べてもよいですか。(1) 文法

39 第2課 食べ物を食べてもよいですか。(2) 文法

40 第2課 食べ物を食べてもよいですか。(3) 発話練習

41 第2課 食べ物を食べてもよいですか。(4) 会話

42 第3課 前回のように遅れてはいけません。(1) 文法

43 第3課 前回のように遅れてはいけません。(2) 文法

44 第3課 前回のように遅れてはいけません。(3) 発話練習

45 第3課 前回のように遅れてはいけません。(4) 会話

46 第4課 前回行けなかった慶州はどうですか。(1) 文法

47 第4課 前回行けなかった慶州はどうですか。(2) 文法

48 第4課 前回行けなかった慶州はどうですか。(3) 発話練習

49 第4課 前回行けなかった慶州はどうですか。(4) 会話

50 第5課 映画をご覧になりながら行くことができる客室です。(1) 文法

51 第5課 映画をご覧になりながら行くことができる客室です。(2) 文法

52 第5課 映画をご覧になりながら行くことができる客室です。(3) 発話練習

53 第5課 映画をご覧になりながら行くことができる客室です。(4) 会話

54 第6課 ジャージャー麺を食べようとしているでしょう。(1) 文法

55 第6課 ジャージャー麺を食べようとしているでしょう。(2) 文法

56 第6課 ジャージャー麺を食べようとしているでしょう。(3) 発話練習

57 第6課 ジャージャー麺を食べようとしているでしょう。(4) 会話

58 第7課 ここに来てみたことがありますか。(1) 文法

59 第7課 ここに来てみたことがありますか。(2) 文法

60 第7課 ここに来てみたことがありますか。(3) 発話練習

61 第7課 ここに来てみたことがありますか。(4) 会話

62 第8課 このトッポッキおいしそうですね。(1) 文法

63 第8課 このトッポッキおいしそうですね。(2) 文法

64 第8課 このトッポッキおいしそうですね。(3) 発話練習

65 第8課 このトッポッキおいしそうですね。(4) 会話

66 強化練習 - 慣用句 強化練習

67 強化練習 - 発音 (2) 強化練習

68 強化練習 - 漢字語 (1) 強化練習

69 強化練習 - 漢字語 (2) 強化練習

70 強化練習 - 単語 強化練習

B19課

・見た目を表現する

・意志を表す

1．게（～ように）

2．意志 (으)ㄹ게요

・不確実な時間や時を表す

・過去の経験を話す

1．(으)ㄹ 때（～する時）

2．(으)ㄴ 적(이) 있다 / 없다

　　（～したことがある / ない）

B13課

・選択する

・行動を説明する

1．거나（～か～）

2．(으)면서（～しながら）

・提案して決める

・互いの考えを確認する

1．지요? ②（～でしょう？）

2．(으)려고 하다（～しようと思う）

B ・理由を用いて説明する

・可能なことについて話す

1．理由 ① 기 때문에（～なので）

2．可能 / 不可能 (으)ㄹ 수 있다 / 없다

A18課

B12課

・初めての所を案内する

・許可を求めたり許可をする

1．보다（～してみる）

2．도 되다（～してもよい）

・理由を用いて提案をする

・してはいけないことを話す

1．理由 ② (으)니까（～なので）

2．(으)면 안 되다（～してはいけない）

・否定をする

・行動の順を決める

1．否定 못

2．기 전에（～する前に）


