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2011 年度理科一類 1 年 5 組(夏学期)
確認しといたほうがよさそうなことを並べていきま
す。教科書に沿って進めるので、横に置きながら
読んでいってください。
夏学期の成績がよければ冬学期に先生とお食事
なので頑張りましょうヽ(^o^)丿ヽ(^o^)丿

・ㅢの発音は要注意。語頭の의だけ[ウィ]で他は
[i]の発音。さらに後で出てくる助詞の의は[エ]の発
音。3 通りですよー。ㅟとの違いも要確認
2-6 練習問題
・聞き取ってください
2-7 あいさつ(2)
・単語帳にもある通り、2 つのさようならは直訳を
考えながら覚えましょう

第３課

1-1 韓国朝鮮語の特徴

3-1 終声(パッチム)(1)
・聞き分けられればどうということはない
・終声のㅇはのばした感じになる(はず)

・特になしですね
1-2 ハングルの仕組み
・見ての通りですね
1-3 単母音
・発音はさすがにわかるよね…
1-4 重母音(1) ヤ行系の重母音
・ㅒㅖはㄴㅅㅇのときだけ[イェ]の発音！

3-2 終声(パッチム)(2)
・この教科書には濃音化という言葉が出てこない
・書いてありませんがㅅも普通に濃音化します
・ㅎは発音[ㄷ]だけど濃音化しない
・[ㄷ]+ㅅの時は[ㄷ]消滅
・二重パッチムの発音に注意
[ㄱ] ㄱ ㄲ ㄳ ㅋ ㄺ

1-5 子音(1) 平音(1)
・ㅖは通常ㅔの発音とか書いてありますが通常っ
てのはㄴㅅㅇ以外のことでしょう
1-6 練習問題
・コメントしようがないｗ
1-7 あいさつ(1)

[ㄴ]
[ㄷ]
[ㄹ]
[ㅁ]
[ㅂ]
[ㅇ]

・覚えてください
・ハングルの成り立ちですが、文字が作られたって
だけで言語はもともとありました

2-1 子音(2) 平音(2)

ㄺㄻㄿが右の発音、他のは左で覚えましょう
3-3 連音化
・パッチムが移るみたいな認識ですね
・ただしㅇは除く
・ㄲㅆ以外の二重パッチムは右のだけ移ります
3-4 ハングルで名前を書く

・ㄷの発音が微妙に注意ですね
2-2 有声音化
・ㅅをにごらせる人はいないでしょう。コリ語にザズ
ゼゾの発音はありません(ジはある)
2-3 子音(3) 激音
・有声音化するのは平音だけです

・長音は書かない or のばした音で書く
例)みっちー→みっちい→밋치(이)
例)そいやー→そいやあ→소이야(아)
・ただし「えー」は「えい」で書く
例)永福町→에이후쿠초(우)
・あとはサ行タ行ザ行ダ行とワに注意

2-4 子音(4) 濃音
・有声音化するのは h(ry
2-5 重母音(2) ワ行系の重母音
・ㅚの発音とか忘れやすい

3-5 練習問題
・まいどおなじみ練習問題
3-6 あいさつ(3)
・覚えるだけですね

第１課

第２課

ㄴ
ㄷ
ㄹ
ㅁ
ㅂ
ㅇ

ㄵ
ㅌ
ㄼ
ㄻ
ㅄ

ㄶ
ㅈ ㅊ ㅅ ㅆ ㅎ
ㄽ ㄾ ㅀ
ㅍ ㄿ

第４課
・本文の下のやつですがㅅは濃音化します(4 個目
と 5 個目)
4-1 発音規則(1) 鼻音化(1)
・覚えるのみですね
4-2 이다の합니다体
・ここも大丈夫でしょう
4-3 助詞(1) ～는/은
・余裕ですね
4-4 練習問題
・作文練習やっておきましょう

第５課

・語幹の最後がㄹで終わる場合はㄹが欠落して
ㅂ니다が続きます
例)살다→삽니다
6-3 助詞(3) ～를/을,～에서
・5-3 でも書きましたが「乗る」「会う」は「～を」でコ
リ語訳します
6-4 漢語系数詞
・「注意！」のところにきれいに注意事項がまとめ
てありますね
6-5 漢語系数詞とともに使う助数詞
・몇＋助数詞は漢語系じゃなくても使えます
・あとは月と何日だけですね。単語帳に書きました
6-6 練習問題
・言い忘れてましたがことわざは出ません

5-1 こそあど言葉
・そうです暗記です
5-2 있다,없다の합니다体
・なんということはない規則通りです
・이다と있다を混同しないように。「～である」と「～
がある」です。そして이다は指定詞なので前にス

・本文下、またㄷが消えてませんね
7-1 発音規則(2) 激音化
・激音でも激音化します(移動するだけですが)
・終声がㅈのとき注意です。ちなみに終声ㄷの後

ペースありませんが있다は動詞なのでスペースあ
けます。ここを混同するとﾀﾋにます
5-3 助詞(2) ～가/이,～에,～도
・訳をど忘れしないようにしましょう。この辺は意外
とあなどれません
・「～に」は「～を」で訳さなきゃいけない時もありま

が히のときは口蓋音化します→8-1
7-2 用言文の否定形(後置否定)
・用言の否定です。間違ってもこれ使って名詞を否
定したりしないように
7-3 名詞分の否定形
・というわけで名詞はこっちを使って否定しましょう

す（～に乗る、～に会う）
・助詞の連続はこの他にもできます。日本語通り
にやっていきましょう
5-4 練習問題
・作文練習が大事だということを今日なんども言っ
ておきます

・活用なんてものはごっちゃにならなければどうと
いうことはないのです
7-4 固有語系数詞
・連体形だけ覚えてもしょうがないです。どの数字
で連体形が使われるのか覚えとかないと使えませ
ん。1,2,3,4,20 です

第６課
・なんか本文の下の注意する発音ですが 3-2 に書
いたように[ㄷ]+ㅅでは[ㄷ]は欠落するので消しと
いてください(2 個目と 5 個目)
・4 個目の発音規則は習ってない気がしますが…
6-1 用言の基本形と語幹
・要は다の前までが語幹
6-2 합니다体
・4-2,5-2 もこれで説明できます

第７課

7-5 固有語系数詞とともに使う助数詞
・時間のやつは「固時漢分」で覚えましょう
7-6 練習問題
・そろそろ作文練習も骨のある問題が…そうでもな
ければ問題ないですもちろん

第８課
8-1 発音規則(3) 口蓋音化
・絶対出るでしょこれ。気づけば簡単です
8-2 用言文の尊敬形

・不安な人は練習 2 をやっときましょう

・だんだん終わりに近づいてきました

・どなたですか？は이が消えます
8-3 特殊な尊敬形
・これに加えて말하다→말씀하다ってのがありま
す。単語帳に書きました
・「いらっしゃる/おありになる」「いらっしゃらない/
おありにならない」は訳考えてやりましょう。出る気

・ここができてればまずまず

がします
8-4 名詞の尊敬形
・単語帳に書きました
8-5 助詞(4) ～부터,～까지,～의
・位置関係の言葉の前では의は使わない！！(後
なら大丈夫)。所有の意味ではしばしば省略されま

10-2 名詞分の해요体
・이다の連体形は이어なのは正しいですが、そこ
から이어요とはならず、特別な形になる
・発音もつづりも注意というクセモノ
・아니다も同様
10-3 用言の否定形(前置否定)

す
・前にも書きましたが의の発音は[에]
・부터と에서の使い分けは覚えるのみです
8-6 練習問題
・例によって練習です

・안を置くだけの簡単なお仕事
・とかいってなめてると하다用言でミスります
10-4 助詞(5) ～와/과,～하고
・これはもう注意しすぎて逆に覚えてますね
・母音終わりのやつが와、子音終わりのやつが과
ですね。他の助詞とは逆です
10-5 練習問題

第９課

第１０課
10-1 用言の해요体
・連用形＋요だけど指定詞はこれにあてはまらな
いから注意！！→10-2

9-1 発音規則(4) ㅎの無音化
・ㅎ＋母音とかレアすぎｗ
・(2)は連音化みたいなノリですね
・ㅇの場合は移ってさらに残ります
例)영화→[영와]
9-2 用言の連用形

・次がラストです

・指定詞の場合もちゃんと使えます
・陽/陰は覚えてますよね？
・縮約形が大事です→9-4
・子音終わりの場合は縮約形になりませんが、
하다は常に母音終わりなので여とか使いません
9-3 ～てください

11-2 해요体の尊敬形
・連体形は関係ありません。語幹につけるだけ
・ただし特殊な尊敬形の場合は시다が세요になり
ます。시다の시は尊敬の名残です
・～してくださいの尊敬の意味になるのも忘れそう
11-3 名詞文の해요体の尊敬形

・～てあげてくださいの意味も
9-4 連用形の縮約形(1)
・これは覚えとかないと詰み
9-5 連用形の縮約形(2)
・これも覚えとかないと詰み
・なぜ 9-4 と 9-5 で分けたのか謎である

・11-2 とくっそ似ていますが今度は名詞が前につ
きます。10-2 の尊敬形です。ただしどっちもㅔ
11-4 助詞(5) ～로/오로
・まああれです覚えるしかないパターンですね
11-5 ～が好きだ
・助詞に注意するついでに無音化に注意しましょう

9-6 ～みてください、～てみてはいかがですか
・そんでこれもなぜ 9-3 と分けたのか謎である
・～てみてはいかがですかの意味を忘れそう
9-7 練習問題

→9-1
11-6 練習問題
・これで終わり！！

第１１課
・6 の発音よくわかりません
11-1 発音規則(5) 2 文字の終声の発音(1)
・規則を組み合わせたような感じですね

