
（参加希望者は事前にご連絡ください）

「韓国語はどんな言葉なのか」について、ハングルの成

り立ちなどについても紹介します。そして、実際にハン

グルを書いたり発音をしたりしながら、韓国語の学習が

イメージできるように体験してもらいます。気軽にご参

加下さい。

② 模擬授業：韓国語ってどんな言葉？

2021年は「いかゲーム」が世界を席巻し、ソフトパワー

の威力を如何なく発揮しました。実は、ことばや背景にあ

る社会文化を理解すると、韓国ドラマや映画を視聴する楽

しみは倍増します。そんな具体的な事例を見ながら「韓国

社会の現在」を考えてみませんか !?

① 「映画・ドラマから見えてくる韓国の現在」

講師　 桔川 純子

午後３時～５時
全労連会館３階

3月11日（金）

入門編 ガイダンス

◆日程は「会話・基本クラス」（3ページ）と同じです。
◆ 緊急事態宣言等により会場が使用できなくなった
場合は全面的にオンライン授業に切り替えます。

開講　4月8日（金）15時～17時
会場　全労連会館３階　（文京区湯島2-4-4）

会費　４期各20,000円（一括申込みは68,000 円）

※会場地図は３ページを参照してください
※会費はテキスト代を含みません
◎申込書は４ページにあります

☆使用テキスト
『ゼロからはじめる　韓国語書き

込みレッスン』アルク（1,870 円）

※テキストは各自でご用意ください。

講 師  桔川純子
明治大学兼任講師
NPO「希望の種」副理事長

ハングル講座2022年

東京労働者学習協会・主催　東京文化学習センター

初級Ⅰ文字と発音を学んだ方が対象で
す。会話につながる基本的な文法

を学び、値段や道を尋ねたり、自分の希望が伝
えられるような実践で使える初級韓国語の習
得を目標とします。

　授業では宿題がありますので（提出は任意）、
自分のペースで復習ができます。また、韓国の
ニュース、ドラマ、映画などを紹介したり、日
本では報道されない「今週の韓国のニュース」
を紹介するコーナーもあります。

入門編 ハングル文字の発音をしっか
り練習し、文字が書けるよう

に初歩から学びます。文字と発音の定着を
図りながら簡単な文法を学び、簡単な自己
紹介ができるようします。

入門は初心者、初級は文字と発音を習得した方が対象

です。受講者に合わせて進めていきますので、どなた

でもご参加下さい。楽しく韓国語を学びましょう！

入門編＆初級Ⅰ（前期・中期・後期）



第２期 第３期 第４期第１期

①４月１２日（火）
②４月１９日（火）
③４月２６日（火）
④５月１０日（火）
⑤５月１７日（火）
⑥５月２４日（火）
⑦５月３１日（火）
⑧６月　７日（火）

①６月２１日（火）
②６月２８日（火）
③７月　５日（火）
④７月１２日（火）
⑤７月１９日（火）
⑥７月２６日（火）
⑦９月　６日（火）
⑧９月１３日（火）

①　９月２０日（火）
②　９月２７日（火）
③１０月　４日（火）
④１０月１１日（火）
⑤１０月１８日（火）
⑥１０月２５日（火）
⑦１１月　８日（火）
⑧１１月１５日（火）

①１１月２９日（火）
②１２月　６日（火）
③１２月１３日（火）
④１２月２０日（火）
⑤　１月１０日（火）
⑥　１月１７日（火）
⑦　１月２４日（火）
⑧　１月３１日（火）

※テキストは各自でご用意ください。

☆使用テキスト
『韓国語ポイント５０　改訂版』

白水社（2,530 円）

自己紹介、相手について尋ねる、場

所を尋ねる、否定する、など簡単

な会話に使える初級文法を学びます。

授業では説明を聞くだけでなく、発音した

り、音読したり、聞き取ってみたりもします。

韓国朝鮮の文化やその時々のニュースを紹

介する時間もあります。復習しながら進み

ますので心配しないで参加してください。

※テキスト代別途　◎申込書は４ページにあります

開講　4月12日（火）19時～21時
会場　東京労働会館（豊島区南大塚2-33-10）

会費　４期各20,000円（一括申込みは68,000 円）

講 師  寄田晴代
武蔵大学講師
駿台外語＆ビジネス専門学校講師

初めて韓国語にふれる人も大歓迎。文字の読み方か

ら初級文法まで楽しく学べるよう、みなさんと一緒

に教室をつくっていきます。

初級Ⅱ（第 1期～第 4期）

◆前年の初級Ⅰの継続クラスですが、 今年から
の参加も歓迎です。

◆ テキストも前年度から継続使用し、 第１５課か
ら始めます。

◆ 授業は対面で行いますが、 緊急事態宣言
等により会場が使用できなくなった場合は
zoomによるオンライン授業に切り替えます。



①４月　８日（金）
②４月２２日（金）
③５月　６日（金）
④５月１３日（金）
⑤５月２７日（金）
⑥６月　３日（金）
⑦６月１０日（金）
⑧６月２４日（金）

①７月　１日（金）
②７月　８日（金）
③７月２２日（金）
④７月２９日（金）
⑤８月　５日（金）
⑥８月２６日（金）
⑦９月　９日（金）
⑧９月３０日（金）

①１０月１４日（金）
②１０月２８日（金）
③１１月　４日（金）
④１１月１１日（金）
⑤１１月２５日（金）
⑥１２月　２日（金）
⑦１２月　９日（金）
⑧１２月２３日（金）

①１月１３日（金）
②１月２７日（金）
③２月　３日（金）
④２月１０日（金）
⑤２月２４日（金）
⑥３月　３日（金）
⑦３月１０日（金）
⑧３月２４日（金）

第４期第３期第２期第１期
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◆授業は対面とオンラインとを併用して行います。

◆ zoomを利用したオンライン参加を希望する場合
は申込書の 「参加方法」 で選択してください。

◆緊急事態宣言等により会場が使用できなくなった
場合は全面的にオンライン授業に切り替えます。

※テキスト代別途　◎申込書は４ページにあります

初級の文法、文字と発音を復習し
ながら、簡単な会話を練習して

いきます。

「今週のニュース」コーナーでは、日本
では報道されないニュースを紹介し、
ことばとともに、文化、社会についても
理解を深めていきます。

また韓国のニュースやドラマ、映画など
も活用し、実践的な韓国語の習得を
目指します。毎回宿題もありますので
（提出は任意）、授業内容の確認をす
ることができます。さまざまな表現を
学びながら、復習もできます。

開講　4月8日（金）19時～21時

会場　全労連会館（文京区湯島2-4-4）　※zoom参加も可

会費　４期各20,000円（一括申込みは68,000 円）

講 師  桔川純子
明治大学兼任講師
NPO「希望の種」副理事長

基本クラス（第1期～第 4期）

文字と発音、基本的な文法を学んだ方が対象です。「韓

国語ドラマが好き」「ニュースが気になる」、ことばとと

もに＋αを知りたい方はぜひご参加下さい！

☆使用テキスト
『絵で学ぶ中級韓国語文法』

白水社（2,530 円）

※購入希望者は申込書で明記
してください。

韓国語会話



2022 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 年齢　　　　　才

住所 〒

電話 自宅：　　　　　　　　　　　　　　携帯：

E-mai

申込
内容

入門・初級Ⅰ  ①４期一括申込み ②学期ごとに申込み ガイダンス   ①参加　②不参加

初級Ⅱ  ①４期一括申込み ②学期ごとに申込み

基本会話  ①４期一括申込み ②学期ごとに申込み 参加方法   ①対面　②zoom

総合会話  ①４期一括申込み ②学期ごとに申込み

テキスト 　会話基本クラス　　購入希望 　・　 不要　　　　※他のクラスでは各自でご用意ください

【お問合せ・お申込み】

東京労働者学習協会
TEL.03-5842-5646
FAX.03-5842-5647
gakusyuukaigi@gmail.com
http://gakusyuukaigi.org

◎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。

①４月　７日（木）
②４月１４日（木）
③４月２１日（木）
④５月１２日（木）
⑤５月１９日（木）
⑥５月２６日（木）
⑦６月　２日（木）
⑧６月　９日（木）

第１期

①６月２３日（木）
②６月３０日（木）
③７月　７日（木）
④７月１４日（木）
⑤７月２１日（木）
⑥７月２８日（木）
⑦９月２２日（木）
⑧９月２９日（木）

第２期

①１０月　６日（木）
②１０月１３日（木）
③１０月２０日（木）
④１０月２７日（木）
⑤１１月１０日（木）
⑥１１月１７日（木）
⑦１１月２４日（木）
⑧１２月　１日（木）

第３期

①１２月　８日（木）
②１２月１５日（木）
③１２月２２日（木）
④　１月１２日（木）
⑤　１月１９日（木）
⑥　１月２６日（木）
⑦　２月　２日（木）
⑧　２月　９日（木）

第４期

※テキスト代別途

韓 国語の会話を勉強しながら、韓国の
音楽やドラマなどを含む、「韓国」全

般について学習したい方にお勧めします。

外 国語を学ぶ上で、その地に住む人々を理解する
ことも重要です。授業では韓国の歴史・社会・

文化等を紹介することで、韓国語のレベルアップだけ
でなく、韓半島に住む人々の「現在」も理解できるよう
にしたいと思います。

授 業では、①語彙の暗記、②表現の練習、③歴史・
社会・文化の紹介の 3 本立てで取り組んでいき

ます。毎回、単語のチェックから始まり、文法と会話
表現を学習し、シチュエーション別の練習も行います。

開講　4月7日（木）19時～21時

会場　東京労働会館（豊島区南大塚2-33-10）

会費　４期各20,000円（一括申込みは68,000 円）

早稲田大学、成蹊大学、
青山学院大学で非常勤講師

講 師  全 東園
ジョン　  ドン　ウォン

基礎的な文法などを復習しながら、「書く・読む・

聞く・話す」ことができるように、それぞれバラン

スの取れた学習を目指します。

総合クラス（第1期～第 4期）

◆ 使用するテキストは授業の中でご案内し、
各自でご用意いただきます。

◆会場地図は２ページをご参照ください。

韓国語会話


