
1回 第1課　먹는 방법이 많이 다르네요. 1回 第10課  빨간색은 없어요? 1回 第18課  운전 잘하시겠네요.

　　　　（食べ方が結構違いますね。） 　　　　　（赤い色はありませんか。） 　　　　　（運転お上手ですね。）

②  -는　動詞の現在連体形 ①　ㅎ不規則活用 ①　-겠어요 / -겠네요   〜でしょう/〜でしょうね

③ -아/어서 〜して（先行動作） ②　-아/어 보다   〜してみる ②　-(으)ㄹ 때/ -았/었을 때 〜する時/〜した時

2回 第２課　한국에 간 적이 있어요? 2回 第6課〜第10課までの総まとめ ③　メールの書き方

　　　　（韓国へ行ったことがありますか。） ①　習った文法を使って会話練習 2回 第19課  제가 들어 드릴까요?

②　-(으)ㄴ 動詞の過去連体形 ②　作文練習 　　　　　（私がお持ちしましょうか。）

③  -(으)ㄴ 적이 있다  〜したことがある ③　聴き取り練習 ① -아/어 주다　〜してあげる/〜してくれる

3回 第3課　졸업하면 뭐 할 거예요? ④語彙　：色・着用について ② -아/어서 보이다  〜く見える

　　　　（卒業したら何をするつもりですか。） 3回 第11課  저도 메일 보낼게요. 3回 第20課  뭐 드실래요?

①　-(으)ㄹ 動詞の未来連体形 　　　　（私もメールを送ります。） 　　　　　（何を召し上がりますか。）

②-(으)ㄹ 거예요  〜するつもりです ①　-(으) ㄹ게요  意志・約束・決意 ① -(으) ㄹ래요  〜するつもりです　意志

4回 第4課　키가 큰 남자는 누구예요? ② ㄹ不規則活用 ②　-았/었으먼  좋겠어요  願望

　　　　（背の高い男は誰ですか。） 4回 第12課  사람들이 줄 서 있어요. ③意志・意図　まとめ

①　-(으)ㄴ 形容詞の現在連体形 　　（人々が並んでいます。） 4回 第16課から第20課までの総まとめ

②　-인 名詞文の現在連体形 ①　-아/어 있다  　完了状態の継続 ①　習った文法を使って会話練習

5回 第5課 바쁘신데 죄송합니다. ②　〜しないで下さい/  -지 마세요 ②　作文練習

　　　（お忙しいところすみません。） ③　〜しないで/  -지 말고 ③　聴き取り練習

①　-(으)ㄴ / 는데  〜するのですが、〜するのに 5回 第13課  비가 올 것 같아요. 5回 第21課  기분이 좋아졌어요.

②語彙　：　電話 　　（雨が降りそうですね。） 　（気分が良くなりました。）

③並立表現　：　-고, -아/어서 ① -(으)ㄴ/ 는/  (으)ㄹ 것 같다 ① -아/어 지다　〜くなる

1回 第1課〜第5課までの総まとめ ②過去・現在・未来の推量、不確実 ②　-던  〜していた+　名詞

①　習った文法を使って会話練習 ③短文練習 ③　口頭作文練習

②　作文練習 1回 第14課 세배를 한 후에 성묘하러 갑니다. 1回 第22課  또 만날 수 있냐고 물었어요.

③　聴き取り練習 　　　　　（新年の挨拶をした後、お墓参りに行きます。） 　　　（また会えるかと聞きました。）

④　課題文 ①　-기 전에  〜する前に ①　直接話法と間接話法

2回 第6課　뜨거우니까 조심하세요. ② -(으)ㄴ 후에 / -(으)ㄴ 다음에 〜した後 ②　-냐고 하다 / -냬요  間接話法１ー疑問文

　　　　（熱いから気を付けてください。） ③文型練習 ③　時間関連の副詞

①　ㅂ不規則活用 2回 第15課  맵게 먹는 편이에요. 2回 第23課  한국 남자는 모두 군대에 간다고 합니다.

②　-(으)니까 理由 　　　　　（辛くして食べる方です。） 　　　　（韓国の男性はみんな軍隊へ行くそうです）

③　語彙 ： 職業 ①　-는/(으)ㄴ / 편이다 〜する方だ ①　-ㄴ/ 는다고 하다 / -ㄴ 는대요  間接話法2ー平叙文

3回 第7課  외국어는 매일 들어야 돼요. ②　-게  副詞化 ②　接続詞

　　　（外国語は毎日聞かなければなりません。） ③　이/가 되다  〜になる 3回 第24課  잠깐만 기다리라고 했어요.

①　ㄷ不規則活用 3回 第11課〜第15課までの総まとめ 　　　　（ちょっと待ってくださいと言っていました。）

②　-아/어야 되다 〜しなければならない ①習った文法を使って会話練習 ①　-(으) 라고 하다 / -(으) 래요 間接話法3ー命令文

③　読み練習 ②聴き取り練習 ②　-(으) 면서 〜しながら

4回 第8課  감기는 다 나았어요? ③理由表現の練習 ③　間接話法の会話練習

       （風邪はすっかり治りましたか） 4回 第16課  일본에 오신지 얼마나 되셨어요? 4回 第25課  놀러 가자고 하는데요.

①　ㅅ不規則活用 　　　　（日本にいらしてからどれくらい経ちましたか。） 　　　　（遊びに行こうと言っているんですが。）

②　〜するために　/〜するため　-때문에/ -기 때문에 ①　-(으)지 〜되다  〜してから〜経つ ①　-자고 하다 / -재요  間接話法4ー勧誘文

③　語彙：　病気について ②　　-(으)려고 하다 〜しようと思う ②　-(으) 니까 〜したら

5回 第9課　A형하고 O형하고 어떻게 달아요? ③　語彙：　時間・頻度に関する言葉 5回 第21課から第25課までの総まとめ

　　　（A型とO型はどう違いますか。） 5回 第17課  이렇게 하면 찾기 쉬워요. ①　習った文法を使って会話練習

①　르不規則活用 　　（こうすれば探しやすいです。） ②　作文練習

②　-잖아요 〜するじゃないですか ①　-기  名詞化 ③　聴き取り練習

③　聴き取り練習 ②　-기 위해서  目的 ④　読解練習

④　作文 ③ -기を使った表現 ⑤　語彙まとめ
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