이천십일 년도 한국조선어 학년말 시험 대책
２０１１ 年度 韓国朝鮮語 学年末 試験 対策

～時間がない人のために～

はじめに（このシケプリについて）
このシケプリは、理科一類シケ対長井くんから素晴らしいシケプリの提供を受け、
「僕らもお礼に何かしなくては！」と慌てた理科二・三類のシケ対によって作成されました。
時間が十分にある人は、教科書や理科一類の方々のシケプリで十分だと思いますので、
このシケプリでは「韓国朝鮮語の勉強にあまり時間を割いている余裕がない！」
という方々を対象とし、コンパクトにまとめることを意識しています。
間違いのご指摘やコンテンツに対するご要望等がございましたら、
是非是非ご連絡ください。
随時改訂していくつもりです。
それでは、みんなで頑張っていきましょう！
２０１１年１２月２１日
伊久力也・塙孝哉
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【ㄹ語幹の用言】
語幹末音節が終声のㄹで終わる用言すべて
母音子音系語尾は母音語幹用の形がつく。
「子音のㄴㅅㅂもしくは終声ㄹ」で始まる語尾が続くと語幹末の終声ㄹが脱落する。
（例）부산에 사는 사람. 釜山に住んでいる人。

【시옷変則用言】
変則：긋다（線を）引く、낫다 治る、붓다 腫れる、잇다 つなぐ、짓다 作る 等
規則：웃다 笑う、벗다 脱ぐ、씻다 洗う 等
母音（으,아/어）で始まる語尾が続くとき、語幹末終声ㅅが脱落する。
（例）집을 지었어요. 家を建てました。

【디귿変則用言】
変則：듣다 聞く、깨닫다 気づく、걷다 歩く、묻다 尋ねる、싣다 載せる 等
規則：닫다 閉める、묻다 埋める、받다 受け取る、얻다 得る 等
母音（으,아/어）で始まる語尾が続くとき、語幹末終声ㄷがㄹに変わる。
（例）그 이야기는 친구한테 들었어요. その話は友だちに聞きました。

【비읍変則用言】
変則：어렵다 難しい、가깝다 近い、덥다 暑い、돕다 助ける、곱다 美しい 等
規則：입다 着る、잡다 捕まえる、좁다 狭い、집다 つまむ、뽑다 抜く、씹다 噛む 等
으で始まる語尾が続くとき、語幹末終声ㅂと語尾の으が우に変わる。
아/어で始まる語尾が続くとき、語幹末終声ㅂと아/어が워に変わる。（돕다, 곱다は와に変わる。）
（例）어려운 문제.難しい問題。 어려웠어요.難しかったです。 도와 주세요.手伝ってください。

【히읗変則用言】
変則：語幹末音節の終声がㅎである形容詞（좋다を除く）
規則：動詞、좋다 よい
으で始まる語尾が続くとき、語幹末終声ㅎと으が脱落する。
아/어で始まる語尾が続くとき、終声ㅎと아/어がㅐに変わる。（하얗다（白い）等は하얘～となる。）
（例）파란 하늘.青い空。 어땠어요? どうでしたか。

【르変則用言】
빠르다 速い、다르다 異なっている、모르다 知らない、부르다 呼ぶ、흐르다 流れる 等
아/어で始まる語尾が続くとき、語幹末音節르と아/어がㄹ라/ㄹ러に変わる。
（例）요즘 물가가 너무 빨리 올라요. このごろ物価がとてもはやく上がります。
【으変則用言】
따르다 従う、치르다 支払う、들르다 立ち寄る、바쁘다 忙しい、아프다 痛い 等
아/어で始まる語尾が続くとき、語幹末母音ㅡと아/어が母音ㅏ/ㅓに変わる。
（例）바빠요. 忙しいです。 슬퍼요. 悲しいです。 일기를 써요. 日記を書きます。

【러変則用言】
푸르다 青い、이르다 至る、누르다 黄色い、노르다 黄色い の４語とその合成語のみ
아/어で始まる語尾が続くとき、語幹末音節르と어が르러に変わる。
（例）푸르러요. 青いです。
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【予想問題】
問１、次の発音をハングルで表記せよ。（各１点）
１、앉으세요.

２、읽다.

３、봄은 따뜻하고 짧아요.

３、넓은 방이 좋아요.

問２、次の表現を縮約形にしなさい。

（各１点）

１、여기에서 만나요.

２、그것이 무엇이에요?

３、무엇을 보세요?

４、저는 여자입니다.

問３、以下の文を韓国朝鮮語訳せよ。 （１～８は各１点、他は各２点）
ただし、数字はハングルで書き、カッコ内の指示に従うこと。

１、 ここはホテルです。（합니다体）

２、

学校から空港まで１時間くらいかかります。（합니다体）

３、

手紙を送ってください。（해요体）

４、

毎日何時にお起きになりますか。（합니다体）

５、

学生ではありません。（해요体）

６、

結婚式は何時から始まりますか。（해요体）

７、

今日は９時までに行きます。（해요体）

８、

その映画を見ましたが、おもしろくありませんでした。（해요体）
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９、

このカバンは安いですが、小さすぎます。（해요体）

１０、両親を迎えに東京駅に行きます。（해요体）

１１、社長は今会議中でいらっしゃいます。（합니다体）

１２、仕事が多いときは大変でした。（해요体）

１３、よくわかりません。（합니다体）

１４、泣き顔より笑顔がきれいだ。（합니다体）

１５、朝起きて顔を洗います。（합니다体）

１６、このキムチは食べられません。（해요体、未来意志形を用いて）

１７、冬は寒いでしょ。（지요を用いて）

１８、お茶でも一杯飲みましょうか。（지요を用いて）

１９、風邪はすっかり治りましたか。（해요体）

２０、残った食べ物は明日食べます。（ㄹ게요/ 을게요を用いて）

２１、昨日結果をお知らせしました。（해요体）

２２、パソコンが故障したようです。（해요体）

２３、たくさん泣きすぎて目が腫れたようです。（해요体）

２４、お客様に事情をご説明しました。（합니다体）
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２５、これは日本のカレンダーではなさそうですが。（해요体）

２６、家から駅まで歩いて４０分くらいかかります。（해요体）

２７、この歌は聞いたことがあるので歌うことができます。（해요体）

２８、ドアを閉めても風が吹きます。（합니다体）

２９、その箱は前に載せた方がいいでしょう。（未来意志形を用いて）

３０、お金がないのでタクシーにのらないでください。（해요体）

３１、夏は暑いですが、辛いキムチを食べます。（～지만以外の表現を用いて）

３２、ここにお名前を書いてくださればいいです。（해요体）

３３、月曜日までにレポートを出さなければなりません。（해요体）

３４、青い空が一番お好きなんですね。（해요体）

３５、薬だけ飲んだら早く寝てください。（해요体）

３６、部屋は狭く、食堂は寒かったです。（岡山県人寮の悲しい事実）

３７、時間があるならいつかご飯でも食べましょうか。（해요体）

３８、コーヒーより牛乳を飲みたいです。（たまには합니다体で）

３９、冬になると、勉強することができます。（謎の体質）

４０、「目が赤いです。」「ちょっと疲れて。」（요を使って）
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４１、もうその人は忘れてしまいました。（해요体）

４２、教室でテニスをしてはいけません。（해요体）

４３、子犬を4匹飼っています。ものすごく可愛いです。（해요体）

４４、お金をあげても写真を撮ることはできません。（こら）

４５、だけども服は脱いであげます。（こらこら）

４６、道がよくわからないので警察にたずねました。（해요体）

４７、旅行に行って、おみやげを買うつもりです。（ㄹ/을 것이다を用いて）

４８、バスから降りるときはこのボタンをおさなければなりません。（해요体）

４９、財布をなくしてしまったので、映画を見ることができません。
（～지 못하다／못～以外の表現で）

５０、夜10時に子供に本を読んであげました。
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【解答例】
問１
１、안즈세요.

２、익따

問２
１、여기서 만나요.

３、보믄 따뜨타고 짤바요.

２、그게 뭐예요? ３、뭘 보세요?

４、널븐 방이 조아요.

４、전 여잡니다.

問３
１、 여기는 호텔입니다.
２、 학교에서 공항까지 한 시간쯤 걸립니다.
３、 편지를 보내 주세요.
４、 매일 몇 시에 일어니십나까?
５、 학생이 아니에요.
６、 결혼식은 몇 시부터 시작돼요?
７、 오늘은 아홉 시까지 가요.
８、 그 영화를 보았지만 재미없었어요.
９、 이 가방은 싸지만 너무 작아요.
１０、부모님을 마중하러 도쿄역에 가요.
１１、사장님께서는 지금 회의중이십니다.
１２、일이 많을 때는 힘들었어요.
１３、잘 모르겠습니다.
１４、우는 얼굴보다 웃는 얼굴이 예쁩니다.
１５、아침에 일어나서 세수를 합니다.
１６、이 김치는 먹지 못하겠어요. [이 김치는 못 먹겠어요.]
１７、겨울에는 춥지요?（時期の後につく에に注意）
１８、차라도 한 잔 하시지요.
１９、감기는 다 나았어요?
２０、남은 음식은 내일 먹을게요.
２１、어제 결과를 알려 드렸어요.
２２、컴퓨터가 고장난 것 같아요.（고장하다ではないことに注意）
２３、너무 많이 울어서 눈이 부은 것 같아요.（붓다（腫れる）はㅅ変）
２４、손님께 사정을 설명해 드렸습니다.
２５、이것은 일본 달력이 아닌 것 같은데요.
２６、집에서 역까지 걸어서 사십 분쯤 걸려요.
２７、이 노래는 들은 적이 있어서 부를 수 있어요.
２８、문을 닫아도 바람이 붑니다.
２９、그 박스는 앞에 신는 것이 좋겠어요.
３０、돈이 없으니까 택시를 타지 마세요.
３１、여름은 더운데 매운 김치를 먹어요.
３２、여기에 성함을 쓰시면 돼요.
３３、월요일까지 리포트를 내야 (돼요/해요).
３４、파란 하늘이 제일 좋아하시네요.
３５、약만 먹으면 빨리 자세요.
３６、방은 좁고 식당은 추웠어요.
３７、시간이 있으면 언제 밥이라도 먹을까요?
３８、커피보다 우유를 마시고 싶습니다.
３９、겨울이 돼면 공부할 수 있어요.
４０、“눈이 빨개요.” “좀 피곤해서요.”
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４１、이제 그 사람은 잊어버렸어요.
４２、교실에서 테니스를 치지 마세요.
４３、강아지를 네 마리 기르고 있어요. 굉장히 예뻐요.
４４、돈을 주어도 사진을 (찍지 못해요/못 찍어요/찍을 수 없어요).
４５、그렇지만 옷은 벗어 주어요.
４６、길을 잘 몰라서 경찰(에게/한테) 물었어요.
４７、여행을 가서 선물을 살 (것이에요/거예요).
４８、버스에서 내릴 때는 이 버튼을 눌러야 (돼요/해요).
４９、지갑을 잃어 버렸으니까 영화를 볼 수 없어요.
５０、밤 열 시에 아이(에게/한테) 책을 읽어 주었어요.
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