
韓国語にかかったお金

日付 ハン検 書籍名 ウォン 金額 備考

その他 メモ式朝鮮語早わかり \2,730

辞書 朝鮮語辞典（小学館） \8,159

その他 チョンマルブック \1,000

ＮＨＫ ラジオ講座　03年04月-09月 \2,100

ＮＨＫ NHKテレビ講座　03年04月-07月 \1,400

講座 韓国語講座代03年12月-04年02月 \11,470

講座 韓国語講座代04年03月-04年05月 \11,470

講座 韓国語講座代04年06月-04年08月 \11,470

講座 韓国語講座代04年09月-04年11月 \11,470

講座 韓国語講座代05年12月-05年03月 \12,000

講座 韓国語講座代05年04月-05年07月 \12,000

講座 韓国語講座テキスト代 \2,835

ハン検 ハングル能力検定試験過去問題集第1巻(3級) \2,200

ハン検 ハン検絶対合格のために!!「ハングル」能力検定試験3級編 \1,575

その他 ひとり歩きの韓国語自由自在 \1,208

その他 ワールドガイドアジア７韓国 \1,575

ハン検 ハングル検定3級受験 \4,000

2005/6/17 ハン検 ハングル能力検定試験準2級合格をめざして \2,520

2005/6/17 辞書 ダイソーミニ辞典シリーズ26韓日辞典 \105

2005/7/6 講座 講座民団韓国語講座(中級)05年07月-05年09月 \15,000

2005/8/6 辞書 エッセンス日韓辞典（韓国で購入） \3,400

2005/8/26 ＮＨＫ NHKラジオ講座　05年09月 \350

2005/9/12 ハン検 ハングル検定準2級受験 \5,000

2005/9/23 ＮＨＫ NHKラジオ講座　05年10月 \350

2005/10/4 講座 ハングル講座教科書 \2,100

2005/10/17 講座 民団韓国語講座(中級)05年10月-06年03月 \15,000

2005/10/23 ハン検 ハングル能力検定試験過去問題集第1巻(準2級) \2,200

2005/10/21 ＮＨＫ NHKラジオ講座　05年11月 \350

2005/11/25 ＮＨＫ NHKラジオ講座　05年12月 \350

2005/12/20 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年01月 \350

2005/12/23 その他 しっかり身につく中級韓国語トレーニングブック \2,730

2006/1/21 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年02月 \350

2006/2/24 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年03月 \350

2006/3/21 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年04月 \350

2006/4/2 ハン検 「ハングル」検定公式ガイド 合格トウミ 初・中級編 \1,890

2006/4/17 ハン検 ハングル検定準2級受験 \5,500

2006/4/27 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年05月 \350

2006/5/30 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年06月 \350

2006/6/13 講座 民団韓国語講座(中級)06年04月-07年03月 \30,000

2006/6/25 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年07月 \350

2006/7/26 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年08月 \350

2006/8/26 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年09月 \350

2006/9/29 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年10月 \350

2006/10/30 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年11月 \350

2006/11/22 ＮＨＫ NHKラジオ講座　06年12月 \350

2007/1/1 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年01月 \350

2007/2/1 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年02月 \350

2007/3/1 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年03月 \350

2007/3/10 その他 何から何まで言ってみる 暮らしの韓国語単語8800 \2,730

2007/3/10 ハン検 これで合格 ハングル能力検定試験準2級・3級〔頻出〕問題集 \1,575

2007/3/22 ハン検 ハングル検定準2級受験 \5,500

2007/3/24 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年04月 \350

2007/3/26 その他 韓国語通信vol1 \1,300

2007/4/28 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年05月 \350

2007/5/2 ハン検 ハングル能力検定試験過去問題集第２巻(準2級) \1,890

2007/5/8 講座 民団韓国語講座(中級)07年05月-07年10月 \24,000

2007/5/22 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年06月 \350

2007/6/25 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年07月 \350

2007/7/5 その他 韓国語通信vol2 \1,300

2007/7/31 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年08月 \350

2007/8/11 辞書 Ex-word　XD-SW7600 \32,000

2007/8/23 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年09月 \350

2007/9/25 ＮＨＫ NHKラジオ講座　07年10月 \350

2007/2/28 その他 大活字CDブック気持ちを伝える韓国語表現1300 (大活字版CDブック) \1,680

2007/2/28 その他 すぐに役立つ韓国語会話・フレーズ―旅と暮らしの日常語 (基礎から学ぶ語学シリーズ) \1,575

2008/4/11 ハン検 ハングル能力検定試験過去問題集第2巻(準2級) \1,890

2008/4/11 ハン検 ハングル能力検定試験過去問題集第3巻(準2級) \1,890 ←ハン検準2級合格

2008/6/25 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第25号 (25) (アルク地球人ムック) \1,365 \270,537

2008/7/9 韓検 第14回韓国語能力検定受験料 \4,400
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2008/8/24 その他 起きてから寝るまで韓国語単語帳―身の回りのものを全部韓国語で言ってみよう! \2,000

2008/9/25 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第26号 (26) (アルク地球人ムック) \1,365

2008/10/16 ハン検 ハングル能力検定試験2級合格を目指して \2,415

2008/10/17 ハン検 「ハングル」検定公式ガイド 合格トウミ上級 \1,890

2008/10/18 ハン検  「ハングル」能力検定試験過去問題２級第３巻 \2,100 ←韓国語能力検定 ３級合格

2008/12/4 その他 NHKテレビアジア語楽紀行/チェジュ(済州) [2008年1 (語学シリーズ)] \578 \286,072

2008/12/9 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2008年12月号 \380

2009/1/3 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年01月号 \380

2009/1/3 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第27号 (27) (アルク地球人ムック) \1,365

2009/1/19 韓検 第15回韓国語能力検定受験料 \4,400

2009/1/20 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年02月号 \380

2009/2/24 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年03月号 \380

2009/3/23 ハン検 第32回ハングル検定2級受験料 \6,500

2009/3/23 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年04月号 \380

2009/3/25 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第28号 (28) (アルク地球人ムック) \1,575

2009/4/22 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年05月号 \380

2009/5/15 書籍 海辺のカフカ　(上) 　韓国語版 900₩     \1,300 国内で購入(2010.1読了)

2009/5/31 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年06月号 \380 ←韓国語能力検定４級合格

2009/6/24 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2009年07月号 \380 \304,450

2009/6/24 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第29号(29) (アルク地球人ムック) \1,575

2009/6/29 韓検 第16回韓国語能力検定受験料 \4,400

2009/9/13 その他 前田式中級トレーニングブック \2,310

2009/9/13 その他 前田式韓国語単語整理術 \2,100

2009/9/26 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第30号(30) (アルク地球人ムック) \1,575

2009/10/17 書籍 海辺のカフカ　(下) 　韓国語版 900₩     \1,300 国内で購入(2010.1読了)

2009/12/24 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第31号(31) (アルク地球人ムック) \1,575

2010/1/26 韓検 第18回韓国語能力検定受験料(17回は日本未実施) \4,400

2010/2/7 書籍    1행행행 행행 円=12.3ｳｫﾝ) 19,000₩ \1,540 2010.07読了　

2010/2/7 書籍 1Q84 BOOK1(1円=12.3ｳｫﾝ) 14,800₩ \1,200 2011.06読了　

2010/2/7 書籍 1Q84 BOOK2(1円=12.3ｳｫﾝ) 14,800₩ \1,200 2011.08読了　

2010/2/7 書籍 ,  1그행그그그그그 円=12.3ｳｫﾝ) 12,000₩ \980 2011.02読了

2010/2/7 書籍   1엄엄엄 엄엄엄 円=12.3ｳｫﾝ) 10,000₩ \810 2010.10読了　

2010/3/27 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第32号(32) (アルク地球人ムック) \1,575

2010/5/9 韓検    1한한한 한한 한한 円=12.5ｳｫﾝ) 15,000₩ \1,200 2011.06読了　

2010/5/9 韓検    1한한한 한한 한한 円=12.5ｳｫﾝ) 15,000₩ \1,200 2012.04読了　

2010/6/4 書籍 도도도 10,000₩ \0 頂きました2010.12読了

2010/6/25 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第33号(33) (アルク地球人ムック) \1,575

2010/6/30 韓検 第19回韓国語能力検定受験料 \4,400

2010/7/6 韓検 韓国語能力試験「高級」直前必勝講座・ミレ韓国語学院 \35,000

2010/8/8 その他 韓国語概説(前田先生の翻訳された本・定価2,940) \2,500 必勝講座で購入

2010/9/25 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第34号(34) (アルク地球人ムック) \1,575

2010/12/19 書籍   악악악행 도악악 定価 10,000ｗ) \2,000 2011.04読了

2010/12/22 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第35号(35) (アルク地球人ムック) \1,575

2011/1/27 韓検 第22回韓国語能力検定受験料 \4,400

2010/12/22 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第36号(36) (アルク地球人ムック) \1,575

2011/4/28 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年05月号 \380

2011/5/13 書籍 1Q84 BOOK3(1円=13.2ｳｫﾝ) 15,800₩ \1,200 2011.11読了　

2011/5/13 書籍    1지도 지지지 행지지지 円=13.2ｳｫﾝ) 9,800₩   \740 2012.02読了

2011/5/13 書籍   1한한한행 한한한한한 円=13.2ｳｫﾝ) 9,800₩   \740 2011.12読了　

2011/5/21 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年06月号 \380 ←韓国語能力検定５級合格

2011/6/21 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年07月号 \380 \391,810

2011/6/21 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第37号(37) (アルク地球人ムック) \1,575

2011/7/21 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年08月号 \380

2011/8/21 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年09月号 \380

2011/9/17 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第38号(38) (アルク地球人ムック) \1,575

2011/9/29 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年10月号 \380

2011/10/23 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年11月号 \380

2011/11/22 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2011年12月号 \380

2011/12/21 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2012年01月号 \380

2011/12/21 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第39号(39) (アルク地球人ムック) \1,575

2011/12/29 書籍  ,    1바바행 바바바 바바 악바 円=14.75ｳｫﾝ) 9,800₩   \660 2012.03読了

2011/12/29 書籍  ,     1  1바바행 바바한악 지바 바 바바바 円=14.75ｳｫﾝ) 9,800₩   \660 40万円突破しました400,515円

2012/1/22 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2012年02月号 \380

2012/1/26 韓検 第26回韓国語能力検定受験料 \4,400

2012/2/21 ＮＨＫ NHKラジオまいにちハングル講座2012年03月号 \380

2012/3/20 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第40号(40) (アルク地球人ムック) \1,575

2012/3/20 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年04月号 \380 応用編が4月から独立

2012/5/19 書籍  ,     2  1바바행 바바한악 지바 바 바바바 円=14.6ｳｫﾝ) 9,800₩   \670

2012/5/19 書籍  ,     3  1바바행 바바한악 지바 바 바바바 円=14.6ｳｫﾝ) 9,800₩   \670

2012/5/31 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年06月号 \380

2012/6/30 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第41号(41) (アルク地球人ムック) \1,575

2012/6/30 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年07月号 \380
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2012/7/2 講座 ぷち合宿・ミレ韓国語学院 \20,000

2012/7/26 韓検 第28回韓国語能力検定受験料 \4,400

2012/7/30 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年08月号 \380

2012/9/1 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年09月号 \380

2012/9/17 韓ジャ 韓国語ジャーナル 第42号(42) (アルク地球人ムック) \1,575

2012/9/25 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年10月号 \380

2012/10/21 ＮＨＫ NHKラジオレベルアップハングル講座2012年11月号 \380

2012/11/6 その他 韓国語上級演習ノート \2,415

お譲りした本

\441,215

内訳

講座 \178,815 韓国語講座代

ＮＨＫ \22,480 ＮＨＫ講座代

ハン検 \50,535 ハングル検定関係費用

韓検 \72,600 韓国語能力検定関係費用

韓ジャ \27,720 韓国語ジャーナル

辞書 \43,664 辞書

その他 \29,731 その他の勉強用書籍

書籍 \15,670 韓国語の書籍

\441,215
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