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初級Ⅱ（前期・中期・後期）

講師　桔川 純子（明治大学兼任講師）

　文法の理解を中心に、文章が読めるようになることを

目標にします。日常生活で使う簡単な会話も学びます。

韓国旅行の楽しみも広がるかも！

　また、韓国の様々な分野の最新ニュースを、テレビや

新聞とは少し違った角度から紹介する「今週のニュース」

のコーナーもあります。日本では報道されない韓国社会

の現在についても理解を深められるようにします。

2017年の講座（入門・初級Ⅰ）の続きです。基本の復習もし
ますので、ハングルを学んだ経験のある人なら参加歓迎です。

①　３月２３日（金）
②　３月３０日（金）
③　４月　６日（金）
④　４月１３日（金）
⑤　４月２０日（金）
⑥　４月２７日（金）
⑦　５月１１日（金）
⑧　５月２５日（金）

初級Ⅱ・前期

①　６月　８日（金）
②　６月１５日（金）
③　６月２２日（金）
④　６月２９日（金）
⑤　７月　６日（金）
⑥　７月１３日（金）
⑦　７月２０日（金）
⑧　７月２７日（金）

初級Ⅱ・中期

①　９月２１日（金）
②　９月２８日（金）
③１０月　５日（金）
④１０月１２日（金）
⑤１０月１９日（金）
⑥１０月２６日（金）
⑦１１月　２日（金）
⑧１１月　９日（金）

初級Ⅱ・後期

3月23日（金）　19:00～21:00開講
会場 全労連会館3階（地図は裏面）
会費 ３期各20,000円（通期一括申込みは50,000 円）

☆使用テキスト
『はじめての韓国語』

ナツメ社（1,600 円）

テキスト購入希望者は３月16日
までに申込みを済ませてください。

※テキスト代別途　◎申込書は裏面にあります

イラスト：ナツメ社『はじめての韓国語』より

定員
25名

入門編＆初級Ⅰ（前期・後期）

講師　寄田 晴代（専門学校韓国語講師、通訳）

①　３月２０日（火）
②　３月２７日（火）
③　４月　３日（火）
④　４月１０日（火）
⑤　４月１７日（火）※
⑥　４月２４日（火）
⑦　５月　８日（火）
⑧　５月２２日（火）

入門編

①　６月　５日（火）
②　６月１２日（火）
③　６月１９日（火）
④　６月２６日（火）
⑤　７月　３日（火）
⑥　７月１０日（火）
⑦　７月１７日（火）
⑧　７月２４日（火）

初級Ⅰ・前期

①　９月１８日（火）
②　９月２５日（火）
③１０月　２日（火）
④１０月　９日（火）
⑤１０月１６日（火）
⑥１０月２３日（火）
⑦１１月３０日（火）
⑧１１月　６日（火）

初級Ⅰ・後期

初めて韓国朝鮮語を始める方を対象に、文字の書き方・読
み方、発音の方法から始めます。学んだことのある方、もう
一度基礎をやり直したい方もどうぞ！

☆使用テキスト
初級テキスト『根と幹』
朝日出版社（2,100 円＋税）

テキスト購入希望者は３月14日
までに申込みを済ませてください。

3月20日（火）　19:00～21:00開講
会場 東京労働会館地階・中会議室（地図は裏面）
会費 ３期各20,000円（３期一括申込みは50,000 円）

　「自己紹介をする」「場所を尋ねる」「何かを頼む」「過

去のことを話す」「希望を言う」など、基本的な表現をしっ

かり学びます。文法の説明だけでなく、読み書きや話し

てみる練習も交えて、楽しく学習しましょう。

　また、言葉と共に、韓国の文化についても紹介します。

お隣の国を知ることで、日本の新しい面を知ることにな

るかも知れませんよ。

※４月17日の会場のみ全労連会館です。

※テキスト代別途　◎申込書は裏面にあります　

イラスト：ナツメ社『はじめての韓国語』より

定員
25名



韓国語会話教室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

　一般に使われている会話文を学習し、シチュエーショ

ン別に使う韓国語表現を身につけることを目標にしま

す。また、会話の理解をより深めるために、韓国の歴史・

社会・文化なども紹介しながら授業を進めていきます。

ネイティブ・スピーカーとの会話中心の授業です。ある程度
の学習経験のある人が対象ですが、少人数で基本的なこと
もていねいに教えますので気軽に参加してください！

3月20日（火）　19:00～21:00開講
会場 東京労働会館地階・小会議室
会費 ３期各36,000円（３期一括申込みは96,000 円）

会話Ⅰ
①　３月２０日（火）
②　３月２７日（火）
③　４月　３日（火）
④　４月１０日（火）
⑤　４月１７日（火）
⑥　４月２４日（火）
⑦　５月　８日（火）
⑧　５月２２日（火）

会話Ⅱ
①　６月　５日（火）
②　６月１２日（火）
③　６月１９日（火）
④　６月２６日（火）
⑤　７月　３日（火）
⑥　７月１０日（火）
⑦　７月１７日（火）
⑧　７月２４日（火）

会話Ⅲ
①　９月１８日（火）
②　９月２５日（火）
③１０月　２日（火）
④１０月　９日（火）
⑤１０月１６日（火）
⑥１０月２３日（火）
⑦１１月３０日（火）
⑧１１月　６日（火）

☆使用テキスト：最初の授業ガイダンスの時、
いくつかの候補を紹介します。受講生のみな
さんと相談しながら決めたいと思います。

講師　全
ジョン

東
ドンウォン

園
（早稲田大学・成蹊大学・青山学院大学、非常勤講師）

イラスト：ナツメ社『はじめての韓国語』より

定員
12名

※テキスト代別途

2018 年　東京文化学習センター　ハングル講座・会話　受講申込書　　　年　　月　　日

氏名 男 ・ 女 年齢　　　才

住所 〒

電話 自宅：　　　　　　　　　　　　　携帯：

E-mai

申込内容
（○で囲って

ください）

入門・初級Ⅰ   ①入門 ②初級Ⅰ前期 ③初級Ⅰ後期 ④3期一括申込み

初級Ⅱ   ①前期 ②中期 ③後期 ④3期一括申込み

韓国語会話   ①会話Ⅰ ②会話Ⅱ ③会話Ⅲ ④3期一括申込み

テキスト 購入希望 　・　 不要　　　　※会話教室は開講後に購入手続きをします

【お問合せ・お申込み】東京学習会議　TEL.03-5842-5646　FAX.03-5842-5647
E-mail：gakusyuukaigi@gmail.com　web：http://gakusyuukaigi.org（「東京学習会議」で検索）

会場①　東京労働会館
  ▶ 入門・初級Ⅰ（入門編第５回 4/17 は全労連会館）
  ▶ 韓国語会話教室
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会場②　全労連会館
  ▶ 初級Ⅱ
  ▶ 入門編の第５回（4/17）

◎お申込みは下記「受講申込書」をFAX、メールでお送りください。

希望があれば、映画鑑賞会や遠
足などクラス合同の「お楽しみ企
画」も皆さんと一緒に計画します。

学習旅行（自由参加）

光州民衆抗争にふれる旅
～韓国民主化運動の源流を訪ねる～

日程：5/16 ～ 5/21　費用：17 万円前後（人数で変動）


