■付属資料は下記のアイコンにて表示してあります。
学生用音声有

教授用献呈CD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）

自習用
Web教材有

学生用
動画配信サービス有

教授用資料有

PPT

教授用
パワーポイント有

● 初級

255699

プリティ・コリアン
石坂浩一
一 ＋ 佐々木正徳 ＋ 金良淑 ＋ 郭珍京 ＋ 李和貞 ＋ 岡村佳奈 = 著
B5判／文字と発音 +17課／152p.／2色刷

定価（本体2,400円＋税） ISBN 978-4-255-55699-4

◆ 週2回の授業で1年間の学習に最適 !
ハングル検定4級の実力を養える!

一人語りから会話のやりとりへ、自然に実力が
つきます !

◆ 多くの学習者が悩む事項に親切な説明 !
文法事項の確認がしやすく、視野が開けます。

◆ 品詞・ジャンル別に単語を豊富に掲載。習った
文法と組み合わせて、話したい文がすぐにたく
さん作れます !

◆ 外国語としての文法事項と、日常会話としての
表現をバランスよく掲載。早い段階から日常でよ
く使う表現にも触れることができます !

◆応用練習も多数。
より深く学習したい方も大満足の内容です !
◆ 課題や復習に最適な教授用資料も用意してい
ます。

◆ 自己紹介から会話へ、自然な順序で表現力のス
テップアップ。
● 初級

255701

ワンアクション韓国語

WEB 教材
＊単語学習セット『Quizlet』など…

朴庾卿 ＋ 仲島淳子 ＋ 金美順 ＋ 徐明煥 = 著

河正一
一 = 監修

B5判／文字編4課 + 文法編20課 + 付録／292p.／2色刷
◆ 本書は、韓国・朝鮮語（以下、韓国語）を初めて学ぶ方、
主に大学で韓国語を学ぶ学習者を対象としています。
◆「文法 + 会話」という語学学習の2本柱を一冊で効率よく学
べるようにしています。
◆ 文字編全4課と文法・会話編全20課の構成で、90分授業を
週2回行った場合、1年程度でハングル能力検定問題 5・4級、
TOPIK I 程度の韓国語をマスターできる内容となっています。
課毎の基本構成は、「導入─文法─本文会話─会話練習─話
してみよう─聞いてみよう」となっており、「読む・書く・話す・
聞く」の4つの技能を総合的に学習できるようになっています。
◆本書の特徴は、以下の通り。
1.『ワンステップ韓国語』
（河正一著）の姉妹教材で、文法
項目と説明はそちらに準拠。そして「文法＋会話」教材

定価（本体2,600円＋税） ISBN 978-4-255-55701-4

2.
3.
4.
5.
6.

としてはもちろん、すでに『ワンステップ韓国語』を使っ
ている場合は、会話教材としての活用が可能。
課の冒頭には学習内容をイラストと共に提示し、どの場
面で使う表現なのかを分かりやすく紹介しています。
文法は簡潔に学び、話しながらその使い方に慣れるよ
う、ロールプレイを多く用意しています。
単語は、いつでもどこでもゲーム感覚で予習復習がで
きるように、Quizletを取り入れました。
本文会話には発音練習に役立つよう発音変化を表記し
ています。
そのほか、覚えておきたい単語〈単語の引き出し〉
、さ
らなるステップアップに〈プラス１〉、そして〈韓国文化コ
ラム〉
を用意しています。

● 初級

255702

チンチャ! チョアヘヨ!! 韓国語 1
動画

＊著者作成、解説動画 !
予習復習に

WEB 教材

＊単語学習セット

関連テキスト
中級をご用意
しています！

『Quizlet』など…

金庚芬 ＋ 丁仁京 = 著
B5判／文字と発音編 + 文法と会話編15課／144p.／2色刷
本書は、
『チョアヘヨ! 韓国語初級』の改訂版で、大学など
で初めて韓国語を学ぶ方のために ! 作成されました。本書を
通じて、多くの方に韓国語が好きになってほしいという思いを
込め、
『チンチャ! チョアヘヨ!! 韓国語 1』と名付けました。シ
ンプルで分かりやすい説明を心がけており、読む・書く・聞
く・話すの４技能の習得を目指しています。
◆改訂版での修正加筆内容
①文字と発音編：追加説明、単語の増強、発音変化の説
明及び練習問題の追加
②文法と会話編：単語と表現の追加、全13課から全15課
へ内容の増強
③文法の記述方法：語基の説明の代わりに、韓国で一般
的な記述方法に変更

定価（本体2,300円＋税） ISBN 978-4-255-55702-1
◆ 文字と発音編：90分の授業１回で各課が終わるように構成
されており、各課には、練習問題（書く、読む、聞き取る、
書き取る）とあいさつ表現が用意されています。
◆ 文法と本文編：各課は、90分授業1〜2回で終わるように構
成され、「文法と表現」では、説明と基礎的な練習問題が
用意されています。「応用練習」では、各課の文法と表現を
用いた作文（A）、読解（B）、会話（C）の練習ができます。
アクティブ・ラーニングに対応できるように、YouTube の
自習用動画と単語学習用の Quizletを提供しております。
また、練習問題や応用練習の解答などを含む教授用資料
もご用意しました。楽しくコツコツと継続して韓国語が学
べるように工夫されていますので、ぜひ手にとっていただ
けたらと思います。

● 初級

改訂版

255696

教養韓国語 初級
動画

金智賢 = 著
B5判／0課 +15課／120p.／2色刷／カラー口絵写真あり
◆ 対象：大学で教養として、または、専門として、初めて韓国語を学
ぶ学生を対象に、韓国語の基礎部分を一通り学習できます。
◆分量：1コマ90分の授業の場合、週1回なら1年で、週2回なら前期
で終了。
◆ 構成：文字と発音部6課分（1コマで1課進む）、文法と会話部9課分
（2コマで1 課進む）の全15課。各課は、文法説明（主）
、練習問題、
文法説明（副）、練習問題、会話の順。
◆ 資料・付録：韓国語の学習に直接役立つものと韓国文化に関する
もの。各課の内容と連動させながら、授業に取り込めます。
◆ WEB 音声と解説 動画：主要発 音と表現、練習問題のサンプル、
会話、のネイティブ音声をストリーミング配信。さらに本版より、
著者の懇切丁寧な解説動画も強力に配信（学生用には、練習問題

関連テキスト
＊著者作成、解説動画 !
予習復習に

中級をご用意
しています！

定価（本体2,300円＋税） ISBN 978-4-255-55696-3
の解説動画は省略しますが、ご希望の先生には、練習問題の解答
付解説動画の URLもお知らせいたします）
。
◆ 教授用資料：本書の全体的な手引き、各課の手引き、練習問題の
解答、各課小テスト、中間テスト、期末テストに役立つ問題集、資
料・付録の詳細説明、ゲームなど教科書の内容以外でできる活動
の紹介等。
◆その他の特徴：
① 続編『教養韓国語 中級』と連動しています。
② シンプルながら、入門課程に必要な内容を体系的に学習できる
ような構成です。
③ 教授用資料が充実しており、教授経験の少ない先生方にもやさ
しい教科書です。

● 初級アクティビティ

255697

フォーカスオンフォームで身につく トライ

! コリアン !

ゆう きょんみ ＝ 著

定価（本体1,850円＋税）

B5判／タスク20回（内プロジェクト4回）+ 会話方略ページ／88p. ／1色刷
◆ 第二言語習得の研究から理論的根拠を得たデザイン
本書は、フォーカス・オン・フォーム理論に基づいて
デザインしました。
◆ 授業実践に裏打ちされた活動
本書に掲載した活動は、著者が長年授業で行ってき
たものです。実践の過程で失敗点を修正しており、
活動経験の少ない先生でも、失敗なく進めることが
できます。
◆ メイン教材としてはもちろん、副教材としても使える
副教材として取り入れ、該当する文法項目を学んだ
前後や、いくつかの文法を学んだ後のまとめとして用

ISBN 978-4-255-55697-0

いることもできます。
◆大人数の受講者にも対応
大人数の授業でも、ペアワークを通して、学習者全
員に会話する機会を与えることができます。
◆ 実際に使える文法能力を育てる
自然でリアルなコミュニケーションのなかで、文法を
使いながら習得させます。
◆ すぐに使えるワークシートなども充実
時間にゆとりがない先生でも気軽に授業に取り入れ
られるように、必要なワークシートや絵カードを用意
しました。

アクティビティで使用できる
資料も充実 !

● 初中級

キムチ 2

255700

韓国語初中級
先生用 PPT

動画

＊著者作成、解説動画 !

WEB 教材

予習復習に
＊単語学習セット

関連テキスト

小テストなど内容充実 !

入門をご用意
しています！

『Quizlet』など…

山崎玲美奈 = 著
B5判／12課／92p.／巻頭カラー+2色刷

定価（本体1,900 円＋税） ISBN 978-4-255-55700-7

◆初中級レベルの内容で構成。
（ 全12課）

・練習問題の解答 ・まとめテスト（中間・期末試験にも使

◆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。

用可能）

◆各課の最後にそれぞれ単語リストを付けました。

・まとめテストの解答

PPT

※その他に、「各課の小テスト」も作成予定。

学習者がより単語を調べやすくなっています。

◆ オンライン支援コンテンツも様々な形態をご用意。

（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。

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、

◆ 音声はストリーミング・ダウンロード形式。

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

◆ 教授用資料（TM）はそのまま使用可能。

使用ください。
《内容》

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

たしますので、お気軽にお問い合わせください。

・解説動画（音声あり・なし）・単語学習セット『Quizlet』

《内容》

・PPT

・練習問題 ・各課の単語テスト

※ Web 版の小テスト（自動採点可能）も作成（予定）
。

● 中級

255705

レベルアップ ! 韓国語表現
先生用 PPT

金仁姫 ＋ 金智英 ＝ 著
B5判／12課／88p. ／2色刷

定価（本体2,200円＋税） ISBN 978-4-255-55705-2
場面を題材にした練習問題を解く

◆ 大学などで初級レベルを終えた学習者のための中級テキスト

③「文型と表現学習」では日常において頻度の高い表現を

初級レベルの表現を確認し、それを応用した中級レベル

学習し、それをもって会話練習をする

の表現を学習したうえで、聞き取りや会話練習を集中的に

④ 書き取り」では学習した表現を用いて書き取り練習をする

行うようになっています。大学などの授業では「会話」や
「コミュニケーション」などの授業に活用できます。

⑤「聞き取り」では各課のテーマに沿った会話などを聴い

◆全12課

て、文脈を理解して質問に答える

1コマ90分の授業を基準とし、週1回なら1年で、週2回な

⑥「話してみよう」では学習した表現をフレームとした会話練

ら半年で終了することを想定。

習と、与えられたテーマについて話し合う自由会話で構成

◆各課の構成

◆音声は二次元バーコードを読み取る方式。

①「会話」では大学生の日常をテーマにした会話とともに、

◆教授用資料等

テーマに沿った関連語彙も紹介

PPT、「聞き取り」
「書き取り」のスクリプト、「会話」の日

②「文法確認」では主要文法を確認したうえで、日常的な

本語訳、「練習問題」の解答、各課の基本単語リスト

● 中級

はばたけ! 韓国語

255704

ライト版2

関連テキスト
初級、中級を
ご用意しています！

金珍娥 ＋ 野間秀樹 ＋ 村田寛 = 著
B5判／6課 + 応用実戦練習／112p.／2色刷

PPT

定価（本体2,100 円＋税） ISBN 978-4-255-55704-5

③ 簡潔な説明、明快な図解と共に、書きながら学ぶ
◆ ことばを学ぶには次のことが大切です：
④日本語と韓国語を対照しながら知的に学ぶ
①学ぶに値することを学ぶこと
⑤記憶に残る、いきいきとしたストーリーで楽しく学ぶ
②体系的に学ぶこと
⑥音を中心にした〈応用実戦練習〉で更なる学びへ
③そして楽しく学ぶこと
『はばたけ ! 韓国語 ライト版2』，略して『はばか ◆
『はばかん 2』は朝鮮言語学、対照言語学、言
◆
ん 2』は、次のように作られています：
語教育学の最先端の研究に学び、最小の努力
① 学んだらすぐにでも使えるような、真にリアル
で、最も大きなもの、大切なものを得られるよう、
で、実践的な表現を学ぶ
心を砕きました。
② 1を聞いて10を、100を知ることができるよう、
さあ、共に、はばたけ ! 韓国語へ ! 韓国語から!
体系的に学ぶ

● 中級

255698

韓国朝鮮語 中級テキスト

改訂版

関連テキスト

花と実

初級をご用意
しています！

生越直樹 ＋ 生越まり子 ＋ 池玟京 ＝ 著
B5判／10課 + 付録／120p.／2色刷

定価（本体2,100円＋税） ISBN 978-4-255-55698-7

◆ 本書は、初級テキスト『根と幹』の続編として
編纂され、限られた時間で韓国朝鮮語の基本
的な表現を身につけたい人を対象としています。
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
めざしています。
◆ 改訂版ではその考え方をさらに進め、会話の簡
略化、作文練習の付録化により各課の量を減ら
し、より短時間で効率的に学習できるようにし

ました。同時に、
「ちょっと一言」
「もっとうまく
なるために」というコラムを追加し、文化理解
や学習の助けとなる情報も提供しています。ま
た、長めの会話と作文練習を付録とすることに
より、さらに学習したい人にも対応しました。
◆『根と幹』と本書が目指したのは、小さいなが
らも花と実を付ける丈夫な木を育てることです。
本書を土台として、皆さんの韓国朝鮮語が花咲
き実を付け、収穫の季節を迎えることを願って
います。

● 中級から上級へ

255706

ワイワイ話そう中級韓国語

─ 25のトピックにチャレンジ ─

酒勾康裕 ＋ 金重燮 = 著
B5判／25課／56p.／2色刷

定価（本体1,900 円＋税） ISBN 978-4-255-55706-9

◆ 本書は初級後半から中級程度の文法や語彙の学習を一通り終えた学習者
を対象として、韓国語で話す活動に重点を置いて作られたテキストです。
◆多様な学習歴を持つ学習者の中には、日本にいながらでも「韓国

ンジします。
・次に「表現練習1」にて韓国語での問いに対してグループ内で対
話や意見交換を行います。

語で話したい」という希望を持つ姿も見受けられます。本書ではこ

・さらに「表現練習2」では「表現練習1」よりも難易度の高い設定

のようなニーズに応えられるよう様々な話題の提供を目指しました。

の問いについて文章として書いてみて、その後発表をします。そ

◆話題は、趣味や好きなこと、ファッションなどの身近なことが中心

して、この発表内容についてグループやクラス内にて再度意見交

ですが、人とのコミュニケーションに関する自身の考えを表現する
ことなどもあり、韓国語で何が話せるか、どこまで話せるかにチャ
レンジもできます。

定されており、学習者が自主的な調べ学習を経て多く発話する

◆本書での一つの課の流れについては次のように想定しています。
・話題提供に当たる「話す前に（ウォーミングアップ）
」を用い､
一定分量の読み物を通じてブレーンストーミングを行います。
・直後に語彙などの意味確認や関連語彙の提示を学習者がチャレ

● 一般書籍

新刊

換を行います。
・さらに「チャレンジ」ではプレゼンなどに繋げられるテーマが設

001311

キムチ 韓国語超入門

ことで、韓国語を話すことに対して自信を高めることができます。
・これら一連の過程には､ 教師も学生との対話に入ることでグルー
プや教室内での様々な意見交換や、他者の理解もでき、それに
より授業の活性化につながることも期待されます。

■オンライン支援コンテンツのご紹介

山崎玲美奈 = 著
四六判／DAY1〜12／96p.／2色刷

ハングル能力検定試験 準2級対策問題集 筆記編

定価（本体1,600円＋税）
ISBN 978-4-255-01311-4

ハングル能力検定試験 準2級対策問題集 聞き取り編

LINE クリエイターズスタンプ（全40種）

改訂新版 ハングル能力検定試験 3級実戦問題集
改訂新版 ハングル能力検定試験 4級実戦問題集

教科書『キムチ1・2』､
『キムチ 韓国語超入門』から飛び出した！

※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。

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

〒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）

