
オンラインレッスン韓国語初級改訂　学習項目 2020.8現在

回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法 旧初級

1 第1課 運動が好きだとは思いませんでした。(1) 文法

2 第1課 運動が好きだとは思いませんでした。(2) 文法

3 第1課 運動が好きだとは思いませんでした。(3) 文法

4 第1課 運動が好きだとは思いませんでした。(4) 発話練習

5 第1課 運動が好きだとは思いませんでした。(5) 会話

6 第2課 家から送ってきたお菓子です。(1) 文法

7 第2課 家から送ってきたお菓子です。(2) 発話練習

8 第2課 家から送ってきたお菓子です。(3) 文法

9 第2課 家から送ってきたお菓子です。(4) 発話練習

10 第2課 家から送ってきたお菓子です。(5) 会話

11 第3課 建ってから何年になりますか。(1) 文法

12 第3課 建ってから何年になりますか。(2) 文法

13 第3課 建ってから何年になりますか。(3) 発話練習

14 第3課 建ってから何年になりますか。(4) 会話

15 第4課 登山が本当に人気があるようですね。(1) 文法

16 第4課 登山が本当に人気があるようですね。(2) 文法

17 第4課 登山が本当に人気があるようですね。(3) 発話練習

18 第4課 登山が本当に人気があるようですね。(4) 会話

19 第5課 連休は何をすることにしましたか。(1) 文法

20 第5課 連休は何をすることにしましたか。(2) 文法

21 第5課 連休は何をすることにしましたか。(3) 発話練習

22 第5課 連休は何をすることにしましたか。(4) 会話

23 第6課 ちょっと高いですね。(1) 文法

24 第6課 ちょっと高いですね。(2) 文法

25 第6課 ちょっと高いですね。(3) 発話練習

26 第6課 ちょっと高いですね。(4) 会話

27 第7課 どうされましたか。(1) 文法

28 第7課 どうされましたか。(2) 文法

29 第7課 どうされましたか。(3) 発話練習

30 第7課 どうされましたか。(4) 会話

31 強化練習 - 慣用句 強化練習

32 強化練習 - 単語 (1) 強化練習

33 強化練習 - 単語 (2) 強化練習

・決めごとを話す

・役割分担を話す

1．기로 하다

2．(으)ㄹ 테니까

A19課

B8課

・買い物をする

・自分が感じたことを話す

A

・時間の経過を表現する

・物事への感じることを話す

1．(으)ㄴ 지

2．기

B4課

B11課

B7課

B14課

・物事を推測する

・物事を説明する

1．는 것 같다

2．거든요

A10課

A10課

B9課

・予測や推測をする

・能力の有無を話す

1．(으)ㄴ 것 같다다

2．(으)ㄹ 줄 알다 / 모르다 ①능력

3．(으)ㄹ 줄 알다 / 모르다 ②예측

・人が人へ行った行動を表現する

・物事の完了状態を表現する

1．주다 / 드리다

2．놓다

1．(으)ㄴ 것 같다

2．(으)ㄴ데

A11課

A17課

・薬を買う

・提案や指示をする

1．(으)ㄴ가요?

2．지 말다
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回数 ブック タイトル タイプ 学習項目 文法 旧初級

34 第1課 冬のジャンパーを買おうと思うのですが。(1) 文法

35 第1課 冬のジャンパーを買おうと思うのですが。(2) 文法

36 第1課 冬のジャンパーを買おうと思うのですが。(3) 発話練習

37 第1課 冬のジャンパーを買おうと思うのですが。(4) 会話

38 第2課 どんな公演をしているのですか。(1) 文法

39 第2課 どんな公演をしているのですか。(2) 文法

40 第2課 どんな公演をしているのですか。(3) 発話練習

41 第2課 どんな公演をしているのですか。(4) 会話

42 第3課 すべておいしく見えるのですが、何にしますか。(1) 文法

43 第3課 すべておいしく見えるのですが、何にしますか。(2) 文法

44 第3課 すべておいしく見えるのですが、何にしますか。(3) 発話練習

45 第3課 すべておいしく見えるのですが、何にしますか。(4) 会話

46 第4課 着くのにどれくらいかかりますか。(1) 文法

47 第4課 着くのにどれくらいかかりますか。(2) 発話練習

48 第4課 着くのにどれくらいかかりますか。(3) 文法・発話練習

49 第4課 着くのにどれくらいかかりますか。(4) 練習

50 第4課 着くのにどれくらいかかりますか。(5) 会話

51 第5課 少し厳しい方ですが、楽しい先生です。(1) 文法・発話練習

52 第5課 少し厳しい方ですが、楽しい先生です。(2) 練習

53 第5課 少し厳しい方ですが、楽しい先生です。(3) 文法・発話練習

54 第5課 少し厳しい方ですが、楽しい先生です。(4) 練習

55 第5課 少し厳しい方ですが、楽しい先生です。(5) 会話

56 第6課 韓国の冬には慣れましたか。(1) 文法・発話練習

57 第6課 韓国の冬には慣れましたか。(2) 練習

58 第6課 韓国の冬には慣れましたか。(3) 文法・発話練習

59 第6課 韓国の冬には慣れましたか。(4) 練習

60 第6課 韓国の冬には慣れましたか。(5) 会話

61 第7課 どこへ行って来たのかわかりますか。(1) 文法・発話練習

62 第7課 どこへ行って来たのかわかりますか。(2) 練習

63 第7課 どこへ行って来たのかわかりますか。(3) 文法・発話練習

64 第7課 どこへ行って来たのかわかりますか。(4) 練習

65 第7課 どこへ行って来たのかわかりますか。(5) 会話

66 第8課 ビビンバを食べてみてどうですか。(1) 文法・発話練習

67 第8課 ビビンバを食べてみてどうですか。(2) 練習

68 第8課 ビビンバを食べてみてどうですか。(3) 文法・発話練習

69 第8課 ビビンバを食べてみてどうですか。(4) 練習

70 第8課 ビビンバを食べてみてどうですか。(5) 会話

・希望を言う

・経験した内容や感想を言う

1．ㅆ으면 좋겠다

2．(으)니까

A9課

B6課

・疑問点に感情を入れて話す

・過去に起こった状況の疑問点を話す

1．는지

2．ㅆ는지

B ・服を買う

・推測をする

1．는데

2．(으)ㄹ 것 같다

A12課

A18課

・柔らかく質問する

・聞いたことを話す

1．나요?

2．ㅆ다고 하다

B13課

・見て取れた感じを話す

・メニューを決める

1．보이다

2．(으)ㄹ래요

B19課

・他人の事や状態を話す

・慣用句を使って話す

1．편이다

2．하다

・変化したことを話す

・物の状況や状態を表現する

1．지다

2．있다

B3課

B1課

B15課

・タクシーで話す

・何かにかかる費用や時間、用途を話す

1．는 데

2．다가

B17課


