
◆ ことばを学ぶには次のことが大切です：
① 学ぶに値することを学ぶこと
② 体系的に学ぶこと
③ そして楽しく学ぶこと

◆『はばたけ! 韓国語 ライト版1』，略して『はば
かん 1』は、次のように作られています：
① 学んだらすぐにでも使えるような、真にリアル
で、実践的な表現を学ぶ

② 1を聞いて10を、100を知ることができるよう、
体系的に学ぶ

③ 簡潔な説明、明快な図解と共に、書きながら
学ぶ

④ 日本語と韓国語を対照しながら知的に学ぶ
⑤ 記憶に残る、いきいきとしたストーリーで楽し
く学ぶ

◆『はばかん 1』は朝鮮言語学、対照言語学、言
語教育学の最先端の研究に学び、最小の努力
で、最も大きなもの、大切なものを得られるよ
う、心を砕きました。

　 さあ、共に、はばたけ! 韓国語へ! 韓国語から!

●初級

はばたけ! 韓国語 ライト版1

金珍娥 ＋ 野間秀樹 ＋ 村田寛 ＝ 著
B5判／序章+17課／228p.／2色刷

255691

定価（本体2,300円＋税）  ISBN 978-4-255-55691-8

学生用
動画配信サービス有

自習用
Web教材有

PPT

●入門

キムチ1 韓国語入門

◆入門レベルの内容で構成。（全12課。文字と発音3課、文法9課）
◆見やすさと書き込みやすさを重視した紙面になっています。
◆文法編（4課以降）は、各課の最後にそれぞれ単語リストを付けま
した。学習者がより単語を調べやすくなっています。
 （韓→日。日本語訳の五十音順に配置）

　※単語の索引はWeb上で確認できます。
◆音声はストリーミング・ダウンロード形式。
◆教授用資料（TM）をそのまま使用可能。
　課題や復習用にも使用可能です。
冊子とデータでご用意いたします。お気軽にお問い合わせください。
≪内容≫

　・ 練習問題  ・各課の単語テスト
　・ 練習問題の解答  ・まとめテスト（中間、期末試験に使用可能）
　   ・まとめテストの解答
　 ※その他に、「各課の小テスト」も作成予定。

◆オンライン支援コンテンツも様々な形態をご用意。
予習や復習にも使うことができるオンラインのコンテンツも、様々
な形態でご用意いたします。授業形態等に合わせてご使用くだ
さい。
≪内容≫

　・ 解説動画（音声あり・なし） ・ 解説音声（音声のみによる解説）
　・ PPT  ・ 単語学習セット『Quizlet』
　 ※Web版の小テスト（自動採点可能）も作成予定。
　 ※上記内容は予告なく変更となる可能性がございます。

山崎玲美奈 = 著
定価（本体1,900円＋税）  ISBN 978-4-255-55688-8B5判／文字と発音3課+文法9課／88p.／巻頭カラー+2色刷

255688

■付属資料は下記のアイコンにて表示してあります。

教授用献呈CD有
学生用音声有
（WEB上で音声をストリーミング
再生・ダウンロードできます）

教授用資料有

教授用
パワーポイント有PPT



◆ 正しい発音で文字をしっかり習得
 ・ ハングル文字の練習のためのスペースを多く取り、発音記
号も書きながら文字をしっかり身に付けることができます。

 ・ 発音記号が多く使われているため、発音の変化が容易に
理解できるようになっています。

◆ クイズ形式でパッチムを楽しく習得
 ・ 単語だけの学習は単調な練習になるので、より楽しく、パッ
チムをしっかり区別しながら単語を覚えられるように、パ
ズル形式のクイズを取り入れました。

◆ 誰もが覚えやすい基本会話
 ・ 短い4行の会話文の中にその課の目標の文型を凝縮しまし
た。すぐに覚えられます。

◆ 「말하기（話す）」と「쓰기（書く）」のバランス
 ・  「말하기（話す）」と「쓰기（書く）」をバランスよく組み合わ
せ、学習者が効率よく文型を習得できるようにしています。

 ・  「말하기（話す）」には収録音声が用意されているので、
音声を聞きながら正しい発音を練習できます。

◆ 「入れ替え練習」で多様な応用会話が可能
 ・  応用会話では日常で話される会話の練習と、「入れ替え練習」
を使ったロールプレイを通して楽しい会話練習ができます。

◆ 自主的な会話練習「アクティブラーニング」が充実
 ・ 活動では、学習者が自主的に会話を行うアクティブラーニン
グを取り入れ、その課で習った文型や表現などを中心に様々
なパターンの会話練習ができるように工夫されています。

●初級 255693

どんどん話そう! 韓国語
陸心芬 ＋ 金由那 ＋ 白明学 ＋ 金昭鍈 = 著

定価（本体2,600円＋税）  ISBN 978-4-255-55693-2B5判／文字と発音編4課+文法と会話編20課／168p.／2色刷

PPT

◆このテキストは、限られた時間で韓国朝鮮語の
基本的な表現を身に付けたい人を対象としてい
る。限定された時間で何を学ぶかを考え、必
要な表現だけを提示するとともに、様々な練習
問題を通して、それらの表現が実際に使えるこ
とをめざした。

◆改訂版ではその考え方をさらに進め、会話を簡
略化してこの課の表現にまとめたり、作文練習
を付録にするなど、各課の量を減らしてより短
時間で効率的に学べるようにした。

◆ 「ちょっと一言」「もっとうまくなるために」とい
うコラムを設け、文化理解や学習の助けになる
情報も提供している。

◆木にたとえるなら、このテキストは根と幹しか
ない木のようなものだが、その根と幹さえしっ
かり身につければ、やがて枝や葉を付け、花
を咲かせることができるだろう。

◆入門からはじめて中級に移る土台として、初級レベルの語
彙や表現、文法項目を網羅している。

◆本書は、【文字編全5課】と【文法編全20課】に分けられ、
【文法編】の各課は、「本文」「単語と表現」「文法」「総合練
習」から構成され、週1コマの授業（90分）を60回行うこ
とを想定している。つまり、週2コマの授業では1年間で、
そして週1コマの授業では2年間で終了することができる。

◆その上、以下の点に重点を置いている。
1. 様々な場面や対人関係における多様なコミュニケーショ
ンが理解できることを目指し、本文には2種類の会話を
盛り込んでいる。

2. ハングル能力検定試験の合格トウミを参考にし、学習の

目安として語彙レベルを提示している。
3. 「コラム」を通じて異文化理解を促している。
4. 自主・自立学習を助けるために、オンライン支援コンテ
ンツとして「単語学習セット（Quizlet）」と「WEB学習
動画（YouTube）」を取り入れている。

5. 練習問題は、学習した内容を繰り返して積み重ねてい
くという方法を取り入れている。とりわけ、論理的思考
力を通した運用能力向上に力を入れている。

6. 総合練習では、「말하기 話す」「듣기 1  聞く1」「듣기 2  
聞く2」の練習問題を取り入れ、会話力を高めると共に、
「쓰기 書く」や「읽기 読む」を設け、4技能を強化して
いる。

●初級

●初級

ワンステップ韓国語 
－ 文字からはじめて中級をめざすあなたへ －

韓国朝鮮語 初級テキスト
改訂版根

こん

と幹
かん

河正一 = 著

生越直樹 ＋ 生越まり子 ＋ 池玟京 ＝ 著

定価（本体2,600円＋税）　ISBN 978-4-255-55689-5

定価（本体2,100円＋税）　ISBN 978-4-255-55690-1

B5判／文字編5課＋文法編20課＋付録／232p.／2色刷

B5判／12課＋付録／116p.／2色刷

255689

255690



◆ 達成目標を明確に!
「ハングル能力検定試験3級」の基準にもとづいて学
習内容を構成。

◆ 全16課の構成、文法ポイントを学習してから会話へ
クラスによっては「会話」を中心に学習を進めても
OK。
ストーリー性を持たせたダイアログ、日常生活です
ぐに使える自然な表現。

◆ バラエティーに富んだ書き込み形式のドリル
前半の基本問題と後半の応用問題。一部は宿題な
どに回してもOK。

◆ 慣用句や漢字語、付録も役に立つ!
「ハングル能力検定試験3級」の慣用句や漢字語もま
とめて学習。
付録の文法索引や単語集も便利。

◆「補足問題シート」（ワークシート＋小テスト8 回分）
ワークシートは学習環境に合わせて予習や復習など
に活用可能。

◆ 「教授用資料」（教師用マニュアル）で
しっかりサポート!
本書の使い方や教授法、ダイアログの日本語訳、練
習問題の解答。

本書は、『グループで 楽しく学ぼう! 韓国語』（初級）の次のステップとして作ら
れたものです。初級韓国語を学習した人であれば、手軽にはじめることができます。
初級で扱った13課から15課までの文法をここでさらに扱いました。文法説

明に取り上げた単語や例文はすべて違うので、初級テキストの復習にも繋がる
と思います。また初級のように、会話表現をグループで練習できるように工夫
しているので、積極的に参加して楽しく学ぶことができます。1年間このテキス
トでしっかり勉強して「TOPIK（韓国語能力試験）Ⅰ」に挑戦しましょう!
◆【本文】では本文を活用して会話の練習をしよう!
本文は会話形式で、日常生活で使える表現を多く含んでいます。単語を入れ替
えて繰り返し練習することで、表現が自然と身につくように工夫されています。

◆「会話と学習ポイント編」ではグループで楽しく学習しよう!
①会話形式の本文では、単語や表現を入れ替え、様々な会話を
何回も反復練習することで会話文に慣れるようにしました。

②「学習ポイント」で学んだ文法と文章（例文）は、「グループで

練習」で覚えられるように構成されており、みなさん一人一人が
リーダーになって楽しく学習できます。文章は短文なので繰り
返し練習することで、文法と一緒に暗記できます。ストリーミン
グサイトの音声を活用すれば一人でも学習できます。

③「レベルアップ」では、学習した文法を利用した問題を解くこと
で、学んだ内容を確認できます。また、前の課で出てきた文法
も多いので、復習しながらのレベルアップが期待できます。

④「クイズ」では、その課に関連のある単語を用いるので、語彙を
増やす勉強もできる上、気分転換にもなります。

⑤「レベルアップ＆クイズの単語」では 、「レベルアップ」と「クイズ」に出
てくる単語を中心に集めました。語彙を増やしながら学習しましょう。

◆ 付録と韓日単語帳を活用しよう!
「付録」 では、 ‒해요体、過去形、 ㅂ変則をはじめ、 特殊な尊敬語や変則の
連体形、発音ルールなど、韓国語の学習に役に立つ情報を用意しました。

B5判／20課／168p.／2色刷

パランセ韓国語 上級
－ ハングル能力検定試験3級完全準拠 －

PPT

◆ 本文や例文に使用頻度の高い単語を選出しました。最新の研究で発表さ
れた外国語としての韓国語の教育用コーパス（国立国語院）の中から選
択しているため、よく使う単語を中心とした効率のよい学習ができます。

◆ 本書は初めて韓国語を学ぶ人たちのための教科書で、全20課で構成され
ていますが、適所に総合的な復習を配置することによって確実な定着が
はかれるよう工夫しました。また、各課の最後には、最新の言語教育の
理論に沿ったTask（会話遂行課題）を配置することで、生き生きとした会
話で毎課の学習目標が達成できるようにしました。

◆ 更に改訂版の11課からは、2課進むごとに、学んだ語彙や文法でグルー
プ活動のできるTask（会話遂行課題）も用意しました。学生に楽しい会
話活動を通じて達成感を覚えさせることにより、学習の定着度を高める
ことができます。

◆ 視覚的な記憶効果を利用した学習方法を取り、できるだけ日本語を介さな
い授業ができるように、単語習得のための有意義なイラストを配置しました。

◆ 教授用の資料（PPT・教授用資料）を準備しています。PPTはオンライン
上で授業ができるよう、テキストの本文、練習問題、Taskなどをすべ
て収めております｡ また教授用資料には、より多くの学習を希望する人
のための練習問題も用意しており、教師が各教室の状況に応じて自由に
Adaptingすることが可能です｡ 年間のシラバスも用意しており、学習項
目の時間配分の目安になるよう工夫しています。

◆ 本書の特徴として、ハングル文字の学習は文字の中から発音のヒントをみ
つけるという独特な教授法を採用しています。発音に関与している部分を
具体的に知ることで､ 文字を丸暗記せず楽しく学ぶことができるだけで
なく､ 難しいと言われる発音の変化も簡単に理解することができるため、
発音の化石化（Fossilization）を防ぐことができます。

◆ 発音表記については、日本語母語話者が理解しやすいよう、一部カタカ
ナで表記し、特に間違えやすい部分にのみ発音記号で表記する方法を採
用しました。

●初級

●中級

●中～上級

よく使うことばで学ぶ韓国語 改訂版

イ・ユニ ＋ 水谷清佳 ＋ 李南錦 ＋ 崔英姫 ＋ 睦俊秀

朴美子 ＋ 崔相振 =著

金京子 =著

定価（本体2,500円＋税）　ISBN 978-4-255-55694-9

定価（本体2,600円＋税）　ISBN 978-4-255-55687-1

B5判／12課／120p.／2色刷

B5判／16課＋付録／152p.／2色刷

255686

255694

255687

グループで 楽しく学ぼう! 韓国語2

定価（本体2,500 円＋税）  ISBN 978-4-255-55686-4



■オンライン動画（会話や文化紹介）　
●読みたい韓国語 ～初級から中級へ
●ハングル ハングルⅡ 한글 한 그루 Ⅱ
●ハングル ハングルⅠ한글 한 그루Ⅰ
●WEB  映像+音声  三訂版・ 韓国語の世界へ 入門編

■教科書準拠PPT　
  ご採用いただいた先生には、 教科書準拠のPPTをご提供いたします。
見本として1課分のお渡しもできますので、ご希望の場合はお気軽にお問
い合わせくださいませ。

●キムチ1 韓国語入門 ●ワンステップ韓国語
●よく使うことばで学ぶ韓国語 改訂版　　
●パルン韓国語 初級
●WEB  映像+音声  三訂版・韓国語の世界へ 入門編
●改訂版・韓国語の世界へ 初中級編　　

■オンライン動画（文法解説）　
　  反転授業でもお使いいただけます。

●キムチ1 韓国語入門 ●ワンステップ韓国語
●WEB  映像+音声  三訂版・韓国語の世界へ 入門編
●改訂版・韓国語の世界へ 初中級編
●チョアヘヨ! 韓国語 初級 ●チョアヘヨ! 韓国語 中級

■WEB教材付き　
　 単語学習セット『Quizlet』などのご用意があります。
●キムチ1 韓国語入門 ●ワンステップ韓国語
●ハングル ハングルⅡ 한글 한 그루 Ⅱ
●ハングル ハングルⅠ한글 한 그루Ⅰ
●確認しながらおぼえる 韓国語基本単語帳
●WEB  映像+音声  三訂版・韓国語の世界へ 入門編
●改訂版・韓国語の世界へ 初中級編
●チョアヘヨ! 韓国語 初級 ●チョアヘヨ! 韓国語 中級

●初級アクティビティ 255637

〒101-0065 東京都千代田区西神田 3-3-5  
TEL：03-3239-0271（教科書直通電話）  FAX：03-3239-0479（教科書直通FAX）
euk@asahipress.com（e-mail）  https://text.asahipress.com/korean/（URL） 

※見本のご請求はお電話、FAX、ハガキ、
e-mail、HP上にて随時承っております。

※なお、本ご案内中の各種情報は変更に
なる場合がございます。予めご了承下さ
いますようお願い致します。

グループで 楽しく学ぼう! 韓国語

朴美子 ＋ 崔相振 = 著
B5判／文字と発音＋ 15課／176p.／
2色刷

定価（本体2,500円＋税）
ISBN 978-4-255-55637-6

改訂新版
ハングル能力検定試験4級 実戦問題集
李昌圭 = 著　　
定価（本体2,800円＋税） 
ISBN 978-4 -255-01250-6

改訂新版
ハングル能力検定試験3級 実戦問題集
李昌圭 = 著　　
定価（本体2,880円＋税）   
ISBN 978-4 -255-01222-3

ハングル能力検定試験準2級 対策問題集 
筆記編

李昌圭 = 著　　
定価（本体2,400円＋税） 
ISBN 978-4 -255-00743-4

ハングル能力検定試験準2級 対策問題集 
聞き取り編

李昌圭 = 著　　
定価（本体2,600円＋税） 
ISBN 978-4 -255-01028-1

ハングル能力検定試験5級 
実戦問題集
李昌圭 + 尹男淑 = 著　定価2,376円（※電子版価格）

2022年2月
刊行予定

（電子版も予定しております）

 電子版のみ

 電子版あり  電子版あり

 電子版あり 電子版あり

改訂新版 ハングル能力検定試験5級 実戦問題集
李昌圭 = 著　A5判／全8章／228p.（予定）  予価（本体2,800円＋税）

おいしいキムチを目指して日々奮闘する白菜（ペチュ）、
きゅうり（オイ）、とうがらし先生（コチュソンセンニム）
のくすっと笑えるスタンプです。キムチフレンズと一緒に
韓国語を使ってみよう!!

https://text.asahipress.com/text-web/

korean/kimchinyumon/stamp.html

LINE クリエイターズスタンプ
全40種


