言語と文化を同時に学べる特別講座

「韓国のアレコレ」

PRESENTED BY TOCHIGI CHINESE SCHOOL(CHINESE & KOREAN)

■ 講座概要
・どういった講座ですか？
韓国語のみならず、韓国の社会や文化、韓国人の特徴などについての講座です。単に韓国語が話
せることだけを目標として韓国語を勉強するのではなく、学習者が韓国の社会や文化などを理解し、
全般的に韓国への理解を深めることができます。

・この講座を通じて何ができますか？
韓国語が話せるようになるだけではなく、全般的に韓国の事情を理解することができるようになり、
より楽しく韓国語の勉強をすることができるようになります。

■ 受講対象・レベル
・どういった方が受講できますか？レベル設定は？
受講対象：韓国・韓国語・または韓国文化に興味をお持ちの方、どなたでも受講可能です
レベル：初級から上級まで
※受講者の韓国語レベルによって、授業に取り入れる韓国語の難易度を調整させていただきます。
※韓国語と韓国文化を同時に学ぶことであれば、中級レベルからは推奨ですが、日本語対訳がついておりますので、韓国語
を話せない初心者の方でも、韓国文化講座として受講していただけます。

■ 授業内容
・どういった授業内容ですか？
「韓国の食文化」、「韓国人の性格」、
「韓国の社会」、「韓国の文化」と「韓国のトレンド」の 5 つの
テーマに分かれて、それぞれのテーマに関するいくつかの話題を取り上げ、韓国語の表現と文化を
同時に学びます。

テーマ

回数

授

業 内

容

1. わかめスープはいつ飲む？
미역국은 언제 먹나요?
韓国
の
食文化

韓国では必ずわかめスープを飲む
日がある。また、わかめスープを飲
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んではいけない時がある。一体どん
な時にわかめスープを飲んで、どん
な時に飲まない？

2. 特別な日に食べるお餅
특별한 날에 먹는 떡

韓国では大きな祝日には餅を食べ
る風習がある。代表的な料理として
「トック」
「ソンピョン」
「タンパッ
ジュク」があるが、一体どうしてこ
のような料理を食べる？

3. 暑い日に食べるもの
더운 날에 먹는 음식

韓国では、夏の一番暑い日である
「ポッナル」に様々な食べ物を食べ
る。いったいどのような食べ物があ
るのか？

4. 韓国の食事マナー
한국의 식사예절

日本と韓国の食事マナーは似てい
るようで異なる部分もある。韓国で
は食事の時、知らなければならない
ことと、してはいけないことがどん
なことでしょうか？

5. 雨の日は刺身を食べない？
비오는 날은 회를 먹지 않는다?

日本と韓国の刺身の食べ方は異な
るが、両国の人々にはよく知られて
いない。日本と韓国の刺身の食べ方
の特徴はどういうものがある？

6. 日本人がびっくりする韓国の食べ物ベスト 3
일본인이 깜짝 놀라는 한국음식 베스트 3

日本ではほとんど食べられない食
べ物が、韓国ではよく食べられる。
代表的なものとして「サンナッチ」
「バルヨリ」「ホンオフェ」がある
が、これって何？

1.「早く早く」の国
「빨리빨리」의 나라

韓国人は「パルリパルリ」の性格が
日常生活に根差している。
「パルリ
パルリ」って一体何？また、どうし
て韓国人はそんなに「パルリパル
リ」する？

韓国人
の

2

性格

2.韓国人は直線的？
한국인은 직선적?

韓国人の性格はストレイトだとよ
く言われているが、本当？韓国人と
日本人の断る時の表現はどう異な
る？

1. 一万ウォン札に描かれた顔は誰？
만원짜리 지폐에 있는 얼굴은 누구?

韓国の一万ウォン札には、韓国で一
番尊敬される人物が描かれている。
韓国語とも関連があるその人物と
は？

2. 結婚をしても名字は同じ？
결혼을 해도 성(姓)은 그대로?
韓国
の

韓国には同じ名字の人がとても多
い。代表的なものとして「キム」が
これにあたる。
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また、韓国では女性が結婚しても名

社会

字が変わらない。それでは、子供の
名字はどうなる？

3. 韓国で家を借りる
한국에서 집 찾기

韓国には、日本と異なる賃貸システ
ムがある。
「チョンセ」がこれにあ
たる。
「チョンセ」は韓国独特の賃
貸システムであるが、その特徴と
は？

4. 韓国は競争社会
한국은 경쟁사회

韓国は幼稚園から競争しなければ
ならなくなっていると言っても過
言ではない。韓国の入試、就職、昇
進はどのような形で行われてい
る？

5. 日本人には難しい韓国語の発音？
일본인에게는 어려운 한국어의 발음

「ざ」
「ず」
「ぜ」「ぞ」「つ」「ち」
などは、韓国人にとって難しい発音
だと知られている。
日本人にとって難しいとされてい
る韓国語の発音は？

1. 韓国で歓迎される引っ越し祝いプレゼント
한국에서 환영받는 집들이 선물

韓国では引っ越し祝いの時、定番と
して決まっているプレゼントがあ
る。ほとんどの韓国人は引っ越し祝
いの時に、必ず「これ」を持ってい
くのだが、
「これ」って何？

2. 韓国の迷信

韓国
の
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한국의 미신

文化

世界には様々ン迷信がある。
「13 日
の金曜日」もそのうちの一つであ
る。
韓国でも韓国独特の迷信があり、広
く信じられているが、その迷信と
は？

3. 韓国の伝統衣装「ハンボック」
한국의 전통의복 「한복」

日本では「チマチョゴリ」とよく知
られている「ハンボック」
。
「ハンボ
ック」はいつ着る？
そして、日本の着物とどう異なる？

4. 日本には畳、韓国には？
일본에는 타타미, 한국에는?

日本は湿気が多いため、畳が敷かれ
ている家が多い。それに対して、韓
国はほとんどの家に設置されてい
るのもは何？

5. 韓国の「ウリ」文化
한국의 「우리」문화

日本と異なる韓国の独特の文化が、
まさにこの「ウリ」文化。韓国では
「私の家族」が「私たちの家族」に
なってしまう理由は？

6. 韓国の呼称文化
한국의 호칭문화

韓国社会は上下関係がとても厳し
くなっており、それに伴って呼称文
化も発達している。他人であっても
「オニイサン」
「オバサン」
「オネエ
サン」になる理由は？

7. 何人来るか分からない韓国の結婚式
몇 명이 올지 모르는 한국의 결혼식
根本的に異なる日本と韓国の結婚
文化。韓国の伝統的な結婚式と現代
の結婚式はどう異なる？

8. 韓国の銭湯と日本の銭湯の違い
한국 목욕탕과 일본 목욕탕의 차이

韓国の銭湯では、日本では見られな
い光景がよく見られる。その光景と
は？

9. 韓国のお葬式
한국의 장례식
似ているようで違う韓国のお葬式
文化。日本と異なる韓国の葬儀文化
は？

1. BB クリーム旋風
선풍적인 인기를 끌고 있는 BB 크림

韓国では BB クリームが旋風的な
人気を集めているが、その理由は？
また、どのような BB クリームが人
気を集めている？

2. 見かけだけ見て分かる？
겉만 봐도 안다?
日本人と韓国人は体型や骨格は言
韓国
の

うまでもなく、ファッションにも大
4

きな違いが見られる。どのように異

トレンド

なる？

3. 韓国の女性が聞きたい言葉
한국의 여성이 듣고 싶어하는 말
韓国人の女性には、
「かわいい」と
いう言葉よりもっと聞きたがる言
葉がある。その言葉とは？

4.「整形」から見る韓国
「성형수술」로 보는 한국
韓国は「整形」でよく知られている
が、どうして韓国人は「整形」をす
る？

■ 受講形式・受講回数・受講料
プライベートレッスン（1 対 1）

随時開講、授業時間は担任講師と相談の上決定

１レッスン 1～1.5 時間、学びたいテーマまたはタイトルを選択して、１回からでも受講可能。

■ 受講料
・受講料はおいくらですか？
レッスン単価は、１時間に当たり 3000 円～4000 円で、レッスン回数と１レッスンの時間によって変
わります。受講料の計算方法：受講料＝レッスン単価×レッスン回数
例：1 レッスン 60 分、月４回の場合の受講料

レッスン回数

3750 円×4 回＝15000 円

レッスン単価
１回 60 分（１Ｈ）

1 回 75 分（1.25Ｈ）

1 回 90 分（1.5Ｈ）

月１～３レッスン

4000 円

4750 円

5500 円

月４～６レッスン

3750 円

4500 円

5250 円

月７～８レッスン

3500 円

4250 円

5000 円

月 9～10 レッスン

3250 円

4000 円

4750 円

月 11 レッスン以上

3150 円

3750 円

4500 円

講座についてのお問い合わせ・お申し込みは下記までお願いします。

言語を通じて世界を広げ、人生をより豊かにしましょう

とちぎ中国語スクール（中国語＆韓国語）
栃木県宇都宮市宿郷 3-19-10 TEL 028-610-3340 http://www.tcs-languagestudy.com

