
韓国語教育におけるハングルフラッシュ型提示ツールとその実践利用 
金善美（大手前大学）・神谷健一（大阪工業大学） 

 
初習外国語授業における教室運用 
韓国語の特徴 
·音素の特徴 
·「が」、「は」、「を」などの格助詞を持つ 
·音の組み立て方の違い（子音＋母音＋母音）、（子音＋母音）… 
 
教室運用提示 
·学習導入の段階での使用が効果的 
·90分→20分程度（スクリーンを見ながら反復） 
·ツールに使用した単語と文法領域 
春学期：単語 140語（基本子音の 14個に 10個ずつ単語を挙げている） 
秋学期：単語 140語、助詞（「が」、「は」、「を」） 
 
アンケート報告 
韓国語Ⅰ43人、（問 1～問 4）：15回授業、90分のうち 20分、8回使用	 →	 160分 
韓国語Ⅱ22人（問 1～問６、問 5、問 6を追加）：15回の授業、90分のうち 20分 5回使用	 →	 100分 
 
学生アンケート設問（春学期 4問、秋学期 6問） 
１．交互に表示されることの効果 
２．発音練習の効果 
３．反復練習の効果 
４．学習集中度の効果 
５．自習学習に使用したいか（秋学期追加） 
６．ツールに関する自由記述（秋学期追加） 
 
調査結果（春学期） 
問１（左）交互に表示されることの効果（春） 
問２（右）発音練習の効果（春） 

 



問３（左）反復練習の効果（春） 
問４（右）学習集中度の効果（春） 

 

 
調査結果（秋学期） 
問１（左）交互に表示されることの効果（秋） 
問２（右）発音練習の効果（秋） 

 
問３（左）反復練習の効果（秋） 
問４（右）学習集中度の効果（秋） 

 

 



問５	 自習学習に使用したいか（秋） 

 

 
問６	 ツールに関する自由記述（秋） 
•見やすかった。 
•最初全くわからなかったが、ルールが分かってきたらとってもおもしろかったので良かった。 
•すごく分かりやすかった。 
•韓国語の意欲がわいた。 
•将来韓国に行くとき使いたいと思った。 
•たのしかった。 
 



ハングル フラッシュ型 提⽰ツール 利⽤マニュアル（略称 KFC、韓国語・フラッシュ・カードより） 

（公開 2017.3.15） 

l このツールでできること 
1. プロジェクタとスクリーンを使うことで⿊板とチョークでは実施できない授業形態が可能 

² ⼦⾳ 14 個と⺟⾳ 10 個からなるハングルの⾳節について、表⽰・⾮表⽰や、組み合わせる位
置を瞬時に表⽰できる。 

² 同じ⼦⾳であっても⽂字連続の際に起こる連⾳化や濁⾳化についても表⽰できる。（新機能） 
2. iPad への対応（新機能） 

² 授業者の⾃由度を⾼める授業⽀援型ツールとして利⽤できる。 
² iPad を所有する学⽣には⾃習⽤ツールとしての活⽤も⾒込める。 

3. あらかじめ⽤意したデータベース(Excel ファイル)に基づいて表⽰可能 
² ただし読み込み・バックアップの作成はパソコン(Windows/Mac OS X)のみで可能。 

 
l ツールの起動⽅法（パソコン） 

1. （初回のみ）http://www.oit.ac.jp/ip/~kamiya/kor/ より、Windows ランタイム版または Mac OS 
X ランタイム版をダウンロードする。 

2. （初回のみ）ファイルを展開する。(Mac OS X ランタイム版は⾃動的に展開される) 
3. KFC170318.exe / KFC170318.app のいずれかをクリックする。 

 
l ツールの起動⽅法（iPad） 

1. （初回のみ）iPad の App Store で FileMaker Go 15（もしくは最新版）をダウンロードする。 
2. （初回のみ）iPad の Safari で http://www.oit.ac.jp/ip/~kamiya/kor/ を開き、iPad ⽤のファイル

をダウンロードする。 
3. 「“FileMaker Go” で開く」を選ぶと FileMaker Go にコピーされる。２回⽬以降は FileMaker Go

から開く。 
 
l 操作⽅法 

1. 左端の「□抽出」の欄から、授業者がその⽇に使いたい単語を選んでクリックすると、クリック
した順番に⾚い数字が⼊る。順番を変えたい時（例えば 3 を 1 と 2 の間にする場合）は 3 と表⽰
されている箇所をクリックして 1.5 など、1 と 2 の間の任意の数字に修正する。 

  
2. 画⾯上部の「抽出/全件」をクリックすると、その単語だけが抽出される。 

 



3. 再度「抽出/全件」をクリックすると上の⽅に固まって表⽰される。ここでの単語の追加も可能。 

 
4. ⼿順 2.と⼿順 3.を繰り返しながら、授業者がその⽇に使いたい単語リストを完成させる。 

 

5. それぞれの単語について、提⽰項⽬の初期値を決める。個々に決めることもできるが、便宜上、
ここでは画⾯右上の「⼀括指定」から、「○単語と和訳」を選ぶことにする。メッセージが表⽰さ
れたら「⼀括指定」を選ぶ。 

 
6. 提⽰項⽬の初期値が変化したことを確認する。 

 

7. 1 件⽬の左端にある「提⽰」をクリックすると初期設定に応じた画⾯が表⽰され、画⾯上の各ボタ

ンに応じて表⽰が切り替えられる。

 

 



8. 各ボタンの説明は以下の通り。 

 スライド提⽰を終了して、メイン画⾯に戻る。 

 ローマ字表記、発⾳、両⽅を添えて表⽰する。 

 助詞付与形を表⽰する。（なし・が・は・を） 

 単語、単語と和訳、和訳、発⾳を表⽰する。 

（発⾳表⽰を選択すると上述の「ローマ字表記・発⾳」が表⽰された場合と同じになる） 

 前後のスライドに移る。 

 字⺟を表⽰する。（それぞれの単語がどのように構成されているかを表⽰する） 

9. 例えばローマ字表記・発⾳を表⽰し、助詞付与形で「が」を選ぶと次の図のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 字⺟を表⽰した場合、次の図のようになる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ツールを駆使すると以下のような授業設計や発問が可能。（⿊板とチョークでは不可能！） 
「単語と和訳」で表⽰ → ハングルを読めるか確認 → 字⺟表⽰でハングルを⾳節に組み⽴てる際のル
ールを説明 → 「単語と和訳」に戻る → ローマ字表記だけを表⽰する → 発⾳を表⽰し２⽂字⽬の濁⾳
化に意識させる → 発⾳練習 → ⼀旦スライドからローマ字表記・発⾳を消す → 「が」の助詞付与形で
どちらの形がつくかを考えさせる → ボタン操作で「が」の助詞付与形を表⽰させる → ローマ字表記・
発⾳を表⽰させて 3 ⽂字⽬でも濁⾳化が起こることを意識させる → 発⾳練習 → 「和訳」表⽰に切り替
えて元の綴りを書くことができるかを確認 → 「単語と和訳」で表⽰して元の綴りを確認 
（教室の雰囲気に合わせて教員⾃⾝の判断で！） 

 

11. メイン画⾯にある「オプション表⽰」を押すと以下のような画⾯が表⽰される。ここでは提⽰順
の変更（「カナダラ順」は⽇本語で⾔うところの「あいうえお順」に相当）、ID 範囲による設定
（何番から何番まで）、全⽂検索、データベース関連の作業が可能。また、ID 以外は全ての項⽬で
修正が可能となっている。（動詞には助詞はつかないので ID 5 の「助詞セット」の欄は空欄） 

 
12. 検索タグとは、例えば⽇本語と同⾳になる単語などのように、品詞・分類とは直接関係しない

が、それなりに重要と考えられるものを⼊⼒しておく。後で検索することができる。（「⼊⾨」な
どのタグをこちらに⼊⼒しておいても良い） 

13. セット ID とは、例えば⽇付などのように、品詞・分類や検索タグとは関係しないものを⼊⼒して
おき、後で検索して再利⽤するといった⽬的で使うことができる。セット ID については右端の
「単語セット ID の追加」で⼀括して同じセット ID を追加することができる。 

14. Excel ファイルと提⽰ツールはそれぞれ独⽴している。通常は教科書の単語など、教員⾃⾝が使い
たいデータだけを集めた「単語集」を規定の Excel フォーマットに⼊⼒し、「Excel ファイル取込」
によって読み込んで利⽤する。 

 

15. ハングル フラッシュ型 提⽰ツールの上で修正したものは Excel ファイルには反映されないので、
修正した際は「バックアップ作成」を推奨する。 

16. メイン画⾯およびオプション画⾯の「リセット」を押すと、以下のメッセージが表⽰される。 

 



ハングル フラッシュ型 提⽰ツール データ⼊⼒マニュアル 
（主に「利⽤マニュアル」の 12 番〜14 番の詳細です。） 

 
 
Excel での⼊⼒が必須となる項⽬は以下の通りです。 
ID：この欄が空欄のものはツールへの取り込みが⾏われません。逆に、ID 欄を空欄にしておき、今後収録す

る単語を「単語」欄にメモしておくという⽤途にも使えます。 
単語：ハングルで⼊⼒してください。（この項⽬から検索することもできます。） 
和訳：⽇本語で⼊⼒してください。（この項⽬から検索することもできます。） 
 
Excel への⼊⼒がなくても動作しますが、あったほうが便利な列として、以下の各列があります。 
品詞・分類：上の例の通り、品詞や分類などに関係する項⽬を⼊⼒しておいてください。半⾓スペースで区切

ってあれば、どのキーワードも検索語となります。例えば 1 の가구であれば「漢」「名詞」「⼊⾨」のいず
れかのキーワード（複数も可）で検索することができます。（例えば「検索タグ」の列にある「同」はこち
らでも構いません。） 

検索タグ：品詞・分類とは直接関係しないけれども、⽇本語と同⾳になる単語のように、それなりに重要と考
えられるものを⼊⼒しておくと、品詞・分類とは別の⼿がかりとして検索語として使えます。（例えば「品
詞・分類」の列にある「⼊⾨」はこちらでも構いません。） 

例⽂セット ID 記録欄：この項⽬は「何⽉何⽇のどの授業で使う」といった、ほんの⼀時期だけ残しておけば
良いという情報を書き込みます。ツール側から⼀括追加できますので Excel 側では空けておいても構いま
せん。 

ローマ字連結前：それぞれのハングルをローマ字表記する際の１⽂字ごとの読み⽅を書いておくと、スライド
画⾯上のボタン操作によってそれぞれが表⽰されますので、便利です。 

ローマ字連結後：それぞれのハングルが繋がって読まれる場合のローマ字表記を書いておくと、スライド画⾯
上のボタン操作によってそれぞれが表⽰されますので、便利です。 

助詞セット（がはを）：名詞につく「がはを」に相当する⽂字を並べて書いておくと、スライド画⾯上のボタ
ン操作によってそれぞれが表⽰されますので、便利です。 

 

Excel での入力が終わったら「名前をつけて保存」し、ツールの「オプション」画面の「データベース関連」

の「Excel ファイル取込」をクリックしてください。 

 




