
新型コロナウイルスに負けるな！ 

★2020民団宮城文化センター自主勉強応援コーナー★ 

（毎月講師陣による韓国語勉強及び情報を掲載する予定です。担当月は下記の通りです。 

4月孫龍雨先生/5月金才努先生/6月権珉廷先生/7月金鉉哲先生/8月金京憙先生/ 

9月鄭有静先生/10月朴庭嬉先生/11月孔美貞先生予定) 

★韓国語の面白い表現★  4月担当 孫 龍雨先生 

 여러분、안녕하세요！ 

今時の若者は普通に言葉を短くするのが流行ってます。 

アイドルの SNS の投稿、スラングなのが翻訳機にかけてもうまく表示されないケースが多いです。

簡単ながら今どきの言葉を皆様にご紹介いたします。 

1. 짱 -  
チャン

  意味：最高 

形容詞の前につけることで、後ろの単語を強調します。 

【例】   짱 맛 있 어
チャンマシッソ

 ：（짱+맛있어）最高においしい 

2. 꿀- 
クル

  意味：めっちゃ 

本来「꿀」というのは「ハチミツ」という意味ですが、甘くおいしいということから後ろに来る形容詞を肯

定的な意味で強調する単語となりました。意味は「めっちゃ」と訳せます。 

【例】꿀 잼 （ 꿀 ＋ 재 미 있 다
クルチェム(クル＋チェミイッタ）

）：めっちゃ面白い 

3. 핵- 
ヘク

  意味：めちゃくちゃ（最上級） 

「핵」の本来の意味は「核」です。核爆弾に勝るものはないという意味から「最上級」を表します 

【例】핵맛있다  
ヘクマシッタ

：（핵+맛있다）めちゃくちゃおいしい     

 

 



4. 노- 
ノ

  意味：～でない（否定） 

「노」は英語の「NO」。形容詞の前につけることで「～くない、～でない」という意味になります。 

【例】노맛 (노 +맛있다
ノマッ（ノ＋マシッタ）

）：美味しくない    노 잼 ( 노 + 재 미 있다
ノチェム（ノ＋チェミイッタ）

）：面白くない 

5. 실화냐? 
シルァニャ

  意味：マジ？ 

直訳すると「実話？」となります。驚いた時や、信じられない時に使います。SNSの広告でもよく見る

表現です 

【例】이  가격  실화냐? 
イカギヨク シルァニャ

：この価格、マジ？ 

6. 헉  
ホク

  意味：え？(驚き) 

知らなかった事を知ってびっくりした時に使う表現です 

【例】A:시험 공부했어? 
シホム コンブヘッソ

：試験勉強した？ 

B:헉 오늘 시험이였어? 
ホク オヌル シホミヨッソ

：え？今日試験だったの？ 

7. 헐  
ホル

  意味：え～まじかよ（驚き＋あきれ） 

「헉」と大体の意味は一緒ですが、헐の方が驚きに加えあきれる意味も含まれます。発音するときは

ホル～と語尾を伸ばしましょう 

【例】A:오늘  비온대  
オヌル ビオンデ

：今日雨降るって 

B:헐  빨래  밖에  말리고  왔는데  ：
ホル～パレ バケ マルリゴ ワッヌンデ 

え～まじかよ。洗濯物外に干してきちゃった 

 

 



 8. 레알? 
レアル

  意味：ほんとに？ 

「레알」は英語の「 Real」。英語の意味の通り「ほんと？」という意味です。 

【例】A:민 주  남 자 친 구  생 겼 대  
ミンジュ ナムジャチング センギョッテ

：ミンジュ彼氏できたって 

B:레알? 
レアル

：ほんとに？ 

9. 대박 
テバッ

   意味：やばい 

日本語の「やばい」と同じように、いい意味でも悪い意味でも使用できます 

【例】A:엄마가  로또  당첨  됐대 !  
オンマガ ロット タンチョム テッテ

：お母さんが宝くじ当選したって！ 

B:대박 
テバッ

：やっばい。 

10. 멘붕  
メンブン

  意味：メンタル崩壊 

「멘 탈 붕 괴  
メンタルブンクェ

（メンタル崩壊）」を縮めた単語。もうどうしていいか分からなくなってしまった状態の

事をいいます 

【例】공부가  어려워서  멘붕왔어  
コンブガ オリョウォソ メンブンワッソ

：勉強が難しくてメンタル崩壊… 

 

11.  인  정
インジョン

  意味：それは認める 

もともとの意味は「認定」という単語。相手の言ってることを認めるときに使用します。 

【例】A:나 노래 잘 하잖아 
ナ ノレ チャラジャナ

：私歌は上手いよね  

B: 응  인 정  
ウン インジョン 

：うん。それは認める 



12. 빡세다 
パクセダ

  意味：キツイ、大変 

他にも「힘들다」という表現がありますが、빡세다のほうがよりラフなイメージとなります。 

【例】빡세게  운동했어  ：
パクセゲ ウンドンヘッソ

キツめに運動した 

13. 쩔어 
チョロ

  意味：最高 

他にも「짱  
チャン

」「최고 
チェゴ

」などの表現がありますが、쩔어 
チョロ

も同じ意味です。 

【例】이 빙수 쩔어! 
イ ピンス チョロ

：このピンス最高！ 

14. 불 금  
ブルクム

  意味：花金 

불타는  금요일  
ブルタヌン クムヨイル

（燃える金曜日）」の略。日本語の花の金曜日の意味で使います 

【例】아싸 !  불금 !  
アッサ ブルクム

：よっしゃ！花金！ 

15.  칼퇴
カルトェ

  意味：定時ダッシュ 

直訳すると「刀退」。刀がスパッと切れるように、定時退勤する様子から付けられました。 

【例】나  오늘  칼퇴할거야  
ナ オヌル カルトェハルコヤ

：私、今日定時退社するから～  

16. 갑분싸  
カップンサ

  意味：急に雰囲気が悪くなる・しらける 

「갑자기  분위기  싸해진다  
カプチャギ ブンウィキ サヘジンダ

（急に雰囲気がしらける）を縮めた言葉。 

盛り上がっているときに急にしらけるような事を言われた時に使う言葉です 

【例】 얘기중  선생님  들어와서  갑분싸  됐다  
イェギチュン ソンセンニミ トゥロワソ カップンサデッタ

： 

会話中に先生が入ってきて急にしらけた・悪くなった 



これを元に皆様も韓国人友たちとの会話でぜひ使ってみててください。 

韓国語の学習がより一層楽しくなりますよ！   

孫 龍雨先生より 

募 集：民団宮城新聞に受講生の方で民団文化センターとの出会いや韓国語/文化との 

出会いについてよかったこと 500字～1000字位でまとめてみませんか？  

   メールで写真と共に添付の方よろしくお願い致します。 

 



新型コロナウイルスに負けるな！ 

★2020民団宮城文化センター自主勉強応援コーナー【2】★ 

（毎月講師陣による韓国語勉強及び情報を掲載する予定です。担当月は下記の

通りです。4月孫龍雨先生/5月金才努先生/6月権珉廷先生/7月金鉉哲先生/8月

金京憙先生/9月鄭有静先生/10月朴庭嬉先生/11月孔美貞先生予定) 

★  5月担当 金才努先生 ★ 

안녕하세요 

今月は民団文化センターの皆さんの韓国語自主勉強に少しでも役立つものとし

て、最近の日常生活で気を付けている新型コロナウイルス予防に関するものを

準備してみました。 

添付してある「コロナウイルス予防の心得」のリーフレットを見ながら韓国語で

の表現を勉強してみましょう。 

まず、韓国語のリーフレットを見ますと最後の語尾が「～기」で終わっています。 

以下の説明を参考にして韓国語と日本語を照らし合わせながら今月も自主勉強

を頑張ってください。 

入門、初級の方は少し内容が難しいかと思われますが、次の文法を参考にしなが

ら積極的にチャレンジして見てください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※添付資料は韓国の疾病管理本部の「コロナ 19（COVID-19）の予防策」の案内資料

から抜粋したものです。 

 

◆「~기」 （用言の語幹 ＋ 기） 

これは動詞や形容詞を名詞化する機能を持った語尾です。 

1＜体言止で使う＞ : ～のこと 

●말하기(スピーキング) / 읽기(リーディング) / 듣기(リスニング) / 

쓰기(ライティング) / 먹기(食べること) / 만들기(作ること) /  

 걷기(歩くこと) / 크기(大きさ) / 모심기(田植え) 

 

2＜名詞節をつくる＞：〜であること、〜すること 

ある動作、状態が成り立つ過程・仕方・目標などの意味をあらわす。 

 目標や計画をリストアップして箇条書きする場合などによく使う。 

●읽기 쉬운 글(読みやすい文) / 입기에 편하다(着るのに便利だ) 

●오늘 할 일은 공부하기, 청소하기, 운동하기, 그리고 살 빼기! 

（今日やることは、勉強する、掃除をする、運動するそして、ダイエットすること！） 

 

 



 

 

人込みの多い 
場所を避ける 



新型コロナウイルスに負けるな！ 

 

★2020民団宮城文化センター自主勉強応援コーナー【3】★ 

（毎月講師陣による韓国語勉強及び情報を掲載する予定です。担当月は下記

の通りです。4月孫龍雨先生/5月金才努先生/6月權珉廷先生/7月金鉉哲先生/8

月金京憙先生/9月鄭有静先生/10月朴庭嬉先生/11月孔美貞先生予定) 

 

★  6月担当 權珉廷先生 ★ 

 

こんにちは。今年ももう梅雨に入りましたね。  

皆さん、お元気ですか? コロナによりどうか皆様におかれましては 

ご自愛ください！早く皆様とお会いできる日を楽しみにしております。 

それまでは自主勉強頑張ってくださいね。 

 

6月の勉強は、身体を通した慣用語を勉強しようと思います。  

日本語の慣用表現と比較してみてください 

 

慣用語
かんようご

 관
かん
용
よん
어
お
  

慣用句とは、二語以上の単語 が固く結びつき、全く異なる意味を持つものを

指し、言語学的にはイディオムと呼ばれる。慣用句は、会話や文章上で定型

句として用いられる。  

1. 귀
ぐぃ
가
が

얇
やるっぷ

다
だ
. (直訳 耳が薄い ) 人の話を甘く信じる 

2. 입
いっぷ

이
い
 무

む
겁

ごっぷ
다
だ
. (直訳  口が重い)  秘密をよく守る  

3. 얼
おる

굴
ぐる
이
い
 두

ど
껍

こっぽ
다
だ
. (直訳  顔が厚い)  恥を知らぬ 

4. 발
ばる
이
い
 넓
のるっぷ

다
だ
. (直訳 足が広い)  顔見知りが多い 

5. 손
そん
이
い
 크
く
다
だ
. (直訳 手が大きい)  金に飽かずふんだんに使う 

6. 손
そん
이
い
 빠
っぱ
르
る
다
だ
 (直訳 手

て

が早
はや

い) 仕事する速度が速い 

7. 손
そん

을
うる

 떼
って
다
だ
(直訳 手を外す) やりがけの事をやめる 

8. 발
ばる

을
うる

 벗
ぼっ

고
こ
 나

な
서
そ
다
だ
.(直訳 足を抜いて乗り出す) ある事をするために積極的に乗

り出す 



9. 어
お
깨
け
가
が
 무

む
겁

こっぽ
다
だ
.( 直訳 肩が重い)  責任が大きい 

10. 발
ばる

목
もっく

을
を
 잡

じゃっぷ
다
だ
. (直訳 足首を掴む)  足を引っ張る 

11. 손
そん

 발
ばる
이
い
 맞
まっ
다
だ
. (直訳 手足が合う)  ある事に考えや行動が他の人と一致する 

12. 귀
ぐぃ
가
が
 가
が

렵
りよっぷ

다
だ
(直訳  耳が痒い )  他人が自分のことを言っているように感じる 

13. 입
いぶ
이
い
 귀
ぐぃ

에
え
 걸
ごる

리
り
다
だ
.( 直訳 口が耳にかかる) 嬉しさ、楽しい事があって口元が笑

っている 

14. 눈
ぬん
에
え
 넣
の
어
お
도
ど
 아
あ
프
ぷ
지
じ
 않
あん
다
だ
. (直訳 目に入れっても痛くない)  子供や孫への言葉

としてかわいい 愛らしい表現 

15. おまけ 쥐
じゅぃ

도
ど
 새
せ
도
ど
 모
も
르
る
게
げ
 (ネズミも鳥も知らず) 誰も知らないうちに 

 

  



★2020民団宮城文化センター自主勉強応援コーナー【4】★ 

（毎月講師陣による韓国語勉強及び情報を掲載する予定です。担当月は下記の通り

です。4月孫龍雨先生/5月金才努先生/6月權珉廷先生/7月金鉉哲先生/8月金京憙先生

/9月鄭有静先生/10月朴庭嬉先生/11月孔美貞先生予定) 

 

★  7月担当 金鉉哲先生 ★ 

안녕하세요?  

연구반을 담당하고 있는 김현철입니다.  

少し難しいかもしれませんが、韓国人がよく使う「두근거리다」について説明します。下記の内容は

「河北新報」（2020年1月18日）に掲載された記事の一部で、民団宮城文化センターの研究班を紹

介した内容です。これを見ると研究班の雰囲気が少し理解できると思います。上級を目指している方

は、ぜひ教室の雰囲気を味わってみてください。 

 
매주 수요일 오후 2시, 한국어 수업이 시작되면 가슴이 두근거린다. 오늘은 뭘 배우게 될까하고. 

수업은 한국어로 자유롭게 토론하는 방식이다. 이 토론을 통하여 수강생들에게 참 많은 것을 배

우고 있다. 이러한 과정에서 새삼스럽게 느낀 것은 “사고의 유연성”의 중요성이다. 한국인이 바라

보는 한일관계와 일본인이 바라보는 일한관계는 완전히 다를 수밖에 없다. 한국사람은 한국의 입

장에서 생각하고, 일본사람은 일본의 입장에서 생각하기 때문이다. 하지만 서로의 입장을 진심으

로 이해하려고 노력하는 순간, 인식의 폭은 매우 확장된다. 아이러니하지만 “내 생각이 틀릴 수도 

있다.”고 생각하는 순간, 좀더 정확한 판단을 하게 된다. 유연성이 부족한 전문가들이 자주 범하

게 되는 실수가 바로 “확증편향의 오류“이다. 자신의 생각이 옳다는 것을 증명하기 위해 의도적

으로 편향된 정보만을 모아서 근거로 제시하는 경우가 많다. 의외로 전문가들 중에 자기오류에 

빠진 사람들이 많은 것도 이러한 이유 때문이다. 

 
毎週水曜の午後2時、教室に入るたび私の胸は期待に膨らむ。今日は何を学べるだろうかと。授業は韓国語

による自由討論形式だ。その討論を通して、私は受講生たちから実に多くのことを学ぶ。その過程で改めて感

じたのは、｢思考の柔軟性｣がいかに重要かということだった。韓国人が考える韓日関係｣と、日本人が考える日

韓関係｣は全く違ったものにならざるを得ない。それぞれが自国の立場でのみ考えようとするからだ。しかし、お

互いが相手の立場に立って本気で理解しようとする時、その認識の幅はぐっと広がる。皮肉なことだが、｢私の

考えが間違っているかも・・・｣と思った瞬間、人は物事をより正確に判断できるようになる。柔軟性に欠ける専

門家たちが陥りがちなのが、まさに｢確証バイアスの誤り｣だ。自分の考えの正当性を証明するために、意図的

に偏った情報だけを集め、根拠として提示する。意外にも、専門家とされる人々にこのような誤りを犯してしまう

場合が多いのだ。 

 

韓国語の「가슴이 두근거린다」は、本当にいろいろな意味で使われます。不安・恐怖・驚き・喜

びなどで「胸がドキドキする、 ハラハラする、 ワクワクする、ウキウキする」の意味を全部持っていま

す。子供から大人まで幅広く使える便利な表現です。私も「두근거리다」を日本語に翻訳する時に

は、｢胸がドキドキする｣と訳すことが多くなりがちです。なぜなら、韓国語では「不安・恐怖・驚き・喜

び」を、全部「두근거리다」一つで表現するからです。「놀라서 가슴이 두근거리다(びっくりして

胸がドキドキする)」 「걱정이 되어서 가슴이 두근거리다(心配で胸騒ぎがする)」「기뻐서 가슴

이 두근거리다(嬉しさに胸が高鳴る)」－このように、全てを「가슴이 두근거리다」で表現できます。 



日本語では、大人の男性が文章の中で「ドキドキ」を使うと、子供っぽい感じがしたり、別の意味に

取られがちですので、「ワクワク」の方がいいかもしれません。しかし、韓国人にとってはその使い分

けが理解しにくいものです。韓国人の友達がいる方は、「두근거리다」の表現について、ぜひ一度

聞いてみてください。非常に興味深い反応が返ってくると思います。 

暑い夏ですが、毎日「두근거리는 하루(一日)」を迎えられることを願っています。 

 



新型コロナウイルスに負けるな！ 

★2020 民団宮城文化センター自主勉強応援コーナー【5】★ 

（毎月講師陣による韓国語勉強及び情報を掲載する予定です。担当月は下記の通り

です。4 月孫龍雨先生/5 月金才努先生/6 月權珉廷先生/7 月金鉉哲先生/8 月金京憙

先生/9 月鄭有静先生/10 月朴庭嬉先生/11 月孔美貞先生予定) 

★  8 月担当 金京憙先生 ★ 

宮城民団文化センター受講生皆様！ 안녕하세요 !   

目に見えない新型コロナウイルスで大変な時期ですが笑顔を失わないようにがんば

りましょう。  

8月の韓国語の勉強の目標は一日一個。。。。韓国人が普段使うそして 

辞書には乗ってない俗語慣用語表現をまとめて見ました。 

一日一つずつ ～～ファイト！  

 

1日目- 가슴이 짠하다 胸がじんとする『胸がじんわりとする』  

감동적인 이야기를 듣고 가슴이 짠해졌다 .感動的な話を聞いて胸がじんとした。 

2日目 겁나게 恐ろしいほどに ものすごく 

사업을 시작할 때는 겁나게 잘 나갔지만 나중에 망해 버렸다.事業を始めた時は、

とんとん拍子に進んだけど、後で駄目になってしまった。 

3日目 남의 일 같지 않다他人のことのようでない 他人事でない 

젊은 사람들도 실직하는 것을 보니 남의 일 같지 않다.若い人たちも失業するのを

見ると、他人事でない 

４日目내린 커피 下ろしたコーヒー ドリップコーヒー 

갓 내린 커피 맛은 최고야 やはり入れたてのドリップコーヒーの味は最高だ。 



５日目 노느니 염불하다 遊ぶより念仏する 何もやらないよりは何かやったほう

がましだ。  

노느니 염불한다고,영어단어나 외우자 何もやらないよりは何かやったほうがまし

だと言うから，英単語でも覚えようか。 

６日目 눈이 빠지도록 기다리다.眼が抜けるほど待つ 首を長くして待つ 

가출한 자식을 눈이 빠지도록 기다렸지만 결국 돌아오지 않았다 

家出した子供を首を長くして待ったが、結局帰って来なかった。 

7日目 덤탱이를 씌우다 ぼらせる ぽったくる 

덤탱이를 씌우는 업자도 있으니까 조심해. ぽったくる業者もいるから気をつけなさい。 

8日目 뒤돌아서면 잊어버리다振り返ると忘れてしまう 立ち所に忘れてしまう 

나이 탓인지 모든 걸 뒤돌아서면 금방 잊어버린다.年のせいなのか、何でも立ちと

ころにすぐ忘れてしまう。 

９日目 마음먹기에 달리다.決心による 気持ち次代だ。 

사람 사는일이 다 마음먹기에 달린 것이다.世の中のことなんて何でも気持ちの持

ちようで変わってくる。 

１０日目 말을 트다 言葉を開ける 親しく付き合うためタメ口を使う 

대학에 들어가서 같은 과 친구들과 다 말을 트고 지냈다.大学に入ってから同じ

学科の友たちみなとタメ口をきいた。 

11日目 목이 달아나다 首にされる 首になる 

불황이라고 회사에서 목이 달아나서 요즘은 장사를 한다. 

 不況で会社を首になって、最近は商売をやっている。 



１２日目 밥줄이 떨어지다 ご飯の手立てがなくなる 仕事がなくなる 

잘못하여 밥줄이 떨어질까봐 전전긍긍하고 있다. 失敗して仕事がなくなりはしな

いかと、戦々恐々としている。 

１３日目 복이 터지다 福が爆発する 運がよすぎる 

학교를 졸업한 후에 복이 터져, 좋은 회사에 취직했을 뿐만아니라 좋은 여자를 

만나 결혼까지 했다. 学校を卒業した後、幸運が続き、よい会社に就職したばかり

か、素敵な女性にめぐり合って結婚までした。 

１４日目 양손에 떡을 쥐다 両手にお餅 両手に花 

양손에 떡을 쥐고 고민하고 있다.両手に花を持って悩んでいる 

１５日目 얼굴에 씌어 있다 顔に書いてある  

일하기 싫다는 게 얼굴에 씌어 있다 働きたくないと、顔に書いて 

ある. 

１６日目 원수를 갚다 借りを返す、恩返しをする 

오늘은 맛있게 먹었어. 다음에 내가 원수를 갚아 줄게. 

 今日はごちそうさま。次はこっちが恩返しするからね 

１７日目 입이 귀에 걸리다口の先が耳にかかる 口元がほころぶ 

뭐가 그렇게 좋은지 입 끝이 귀에 걸려 있다. 何がそんなにいいのか口元か緩んで

いる 

18日目 절간 같다.お寺のようだ お通夜のように静かだ 

자식들이 다 객지로 가 버려서 집은 절간처럼 조용해요. 

子供たちがみな遠くに出てしまって家はお寺のように静かです。 



19日目 정신줄을 놓다 気を緩める ぼーとしている 

지난번에 쇼크를 받은 후에는 정신줄을 놓고 지내고 있다.  

この間ショックを受けた後漫然と過ごしている 

20日目 죽기 살기 死ぬか生きるか 死ぬ覚悟 

무슨일이든 죽기 살기로 하면 성공할 수 있다. 

何事も死ぬ気でやれば成功する 

21 日目 지구가 자기중심으로 돌아가다 地球 が 自分 を 中心 と し て 回 る 

自己中心的だ 

지구가 자기중심으로 돌아간다고 착각하는 사람들이 많아  

自己中心的な人が多い 

22 日目 친구를 보면 그 사람을 안다 友たちを見ればその人が分かる 友達を見

れば人となりが分かる 

친구를 보면 그 사람을 안다는데 영수친구들은 모두들 좋은 사람이다 . 友達を見

れば人となりが分かると言うがヨンスの友たちはみないい人ばかりだ。 

23 日目 칭찬은 고래도 춤추게 한다. ほめることはクジラも踊らせる ほめるに

は越したことはない 

칭찬은 고래도 춤추게 한다는데 칭찬을 아끼지마라 クジラも踊らせると言うから

いっぱいほめなさい。 

24日目 폼생폼사 フォームに生きフォムーに死ぬ 格好をつける 

연예계는 폼생폼사의 세계라 연예인들은 빚을 내서라도 치장을 한다  芸能界は

見た目が勝負の世界で芸能人は借金をしてでも格好をつける 



25日目 필름이 끊기다 フィルムが切れる泥酔して記憶がなくなる 

어제는 과음한 탓으로 필름이 끊겨 아무 기억이 나지 않아. 집에 어떻게 

돌아왔는지도 모르겠어. 昨日飲み過ぎたせいで記憶がとぎれて何も思い出せない。

家までどうやって帰って来たかも分からない。 

26日目 하는일 없이 바쁘다 やる事がなく忙しい 何だかんだ忙しい 

요즘은 하는 일 없이 바빠 친구들을 만날 시간이 없다. 最近は何だかんだ忙しく

て友たちに会う時間もない 

27日目 하늘이 알고 땅이 알다 天が知り地が知る皆が知っている 

하늘이 알고 땅이 아는데 남을 속이면 안 돼 ! 皆が知っているんだから人をごま

かしたら駄目だ 

28日目 한 성격하다 一つの性格をする 厳しい性格だ 

젊었을 때는 한 성격 했지만 지금은 둥글둥글해졌다.若い頃は厳しい性格だったが

今は丸くなった 

29 日目 검은 것은 글자요 흰 것은 종이다. 黒は文字で白いのは紙だ。さっぱり

分からない 

이 수학문제는 너무 어려워서 내게는 검은 것은 글자요,  

흰 것은종이로만 보일 뿐이다. この数学の問題はあまりに難しく私にはチンプンカンプンだ 

30 日目 낙엽 구르는 소리에도 깔깔 웃는다. 落ち葉が転がる音にもけろけろ笑う 

箸が転んでも笑う 

여고생들은 낙엽 구르는 소리에도 깔깔 웃을 정도로 감수성이 예민하다. 

女子高生たちは箸が転んでも笑うほど感受性が強い。 



新型コロナウイルスに負けるな！ 

★2020 民団宮城文化センター自主勉強応援コーナー【6】★ 

（毎月講師陣による韓国語勉強及び情報を掲載する予定です。担当

月は下記の通りです。4 月孫龍雨先生/5 月金才努先生/6 月權珉廷先

生/7 月金鉉哲先生/8 月金京憙先生/9 月鄭有静先生/10 月朴庭嬉先

生/11 月孔美貞先生予定) 

★  9 月担当 鄭有静先生 ★ 

秋風が心地よい季節となりました…皆様、お元気でいらっしゃいま

すか コロナが拡大しておりますのでくれぐれも感染されないよう

注意されてお過ごし下さい。 

 

                       韓国語で覚えて話しましょう！ 

 

         受け答えの基本フレーズ 

◆大丈夫です 괜찮아요 ケンチャナヨ 

◆分かりません 모르겠습니다 モルゲッスムニダ 

◆良いです(OK、賛成、了解を意味する場合) 

 좋아요 チョアヨ 

◆ダメです(禁止、強い拒絶を意味する場合) 

 안 돼요 アン デヨ 

◆いいえ、結構です(断りを意味する場合) 

 아니요, 괜찮습니다 アニヨ、ケンチャンスムニダ 

◆韓国語は分かりません 

 한국어는 잘 몰라요 ハングゴヌン チャル モルラヨ 

◆はい 

 네 / 예 ネー / イェ 

◆いいえ 

 아니요 / 아니에요 アニヨ / アニエヨ 

◆分かります/知っています 

 알고 있습니다 アルゴ イッスムニダ 

          [覚えておきたい単語] 

 分からない：모르다(モルダ) 

 分かる・知っている：알다(アルダ) 

 大丈夫だ：괜찮다(ケンチャンタ) 



 今：지금(チグム) 

 韓国語：한국어(ハングゴ) / 한국말(ハングンマル) 

 日本語：일본어(イルボノ) / 일본말(イルボンマル) 

 英 語：영어(ヨンオ) 

      旅先での質問・依頼の基本フレーズ 

◆すみません(呼びかけ・主に往来で) 

 저기요 チョギヨ 

◆これ/それ/あれはなんですか？ 

 이건 / 그건/ 저건 뭐예요? 

イゴン / クゴン /チョゴン モイェヨ？ 

◆ありますか？/ありませんか？ 

 있어요? / 없어요? イッソヨ？ / オプソヨ？ 

◆いくらですか？ 

 얼마예요? オルマイェヨ？ 

◆すみません(呼びかけ・主に食堂などで) 

 여기요 ヨギヨ 

◆これ/それ/あれをください 

 이거 /그거 /저거 주세요 イゴ /クゴ /チョゴ ジュセヨ 

◆トイレはどこですか？ 

 화장실은 어디예요? ファジャンシルン オディイェヨ？ 

◆今、何時ですか？ 

 지금 몇 시예요? チグム ミョッ シイェヨ？ 

◆～までどうやって行きますか？ 

 ～까지 어떻게 가요？ ～カジ オットケ カヨ？ 

◆教えてください 

 가르쳐 주세요 カルチョ ジュセヨ 

◆もう一度、言ってください 

 다시 한번 말해 주세요 タシ ハンボン マレ ジュセヨ 

◆ゆっくり話してください 

 천천히 말해 주세요 チョンチョニ マレ ジュセヨ 

          [覚えておきたい単語] 

 何時：몇 시(ミョッシ) 

 どこ：어디(オディ) 

 トイレ：화장실(ファジャンシル) 

 ～まで：～까지(～カジ) 

 どうやって：어떻게(オットケ) 



 行く：가다(カダ) 

 教える：가르치다(カルチダ) 

 もう一度：다시 한번(タシ ハンボン) 

 ゆっくり：천천히(チョンチョニ) 

 言う：말하다(マラダ) 

 ください：주세요(チュセヨ) 

 いくら：얼마(オルマ) 

 これ：이것(イゴッ)・이거(イゴ) 

 それ：그것(クゴッ)・그거(クゴ) 

 あれ：저것(チョゴッ)・저거(チョゴ) 

             自己紹介 

◆はじめまして 

 처음 뵙겠습니다 チョウム ペッケッスムニダ 

◆お会いできてうれしいです 

 만나서 반갑습니다 マンナソ パンガッスムニダ 

 

◆私は○○と申します 

 저는 ○○라고 합니다 チョヌン ○○ラゴ ハムニダ 

◆私は日本人です 

 저는 일본사람입니다 チョヌン イルボンサラミムニダ 

◆日本から来ました 

 일본에서 왔습니다 イルボネソ ワッスムニダ 

◆満○歳です 

 만 ○살입니다 マン ○サリムニダ 

◆～年生まれです 

 ～년생입니다 ～ニョンセンイムニダ 

◆韓国の年で○歳です 

 한국나이로 ○살입니다 ハングンナイロ ○サリムニダ 

※１参照 

◆○○に住んでいます 

 ○○에서 살고 있어요  ○○エソ サルゴ イッソヨ 

◆私は会社員/学生/主婦です 

 저는 회사원/학생/주부 입니다 

 チョヌン フェサウォン/ハッセン/チュブ イムニダ 

◆○○が好きです 

 ○○를/을 좋아합니다 ○○ルル/ウル チョアハムニダ 



◆趣味は○○です 

 취미는 ○○입니다 チミヌン ○○イムニダ 

◆よろしくお願いします 

 잘 부탁합니다 チャル プタカムニダ 

◆お名前はなんとおっしゃいますか？ 

 성함이 어떻게 되세요？ ソンハミ オットケ テセヨ？ 

◆お歳はおいくつですか？ 

 나이가 어떻게 되세요? ナイガ オットケ テセヨ？ 

           [覚えておきたい単語] 

会う：만나다(マンナダ) 

～と(いいます・申します)：～라고(～ラゴ) 

日本：일본(イルボン) 

日本人：일본인(イルボニン)/일본사람(イルボンサラム) 

住む：살다(サルダ) 

好きだ：좋아하다(チョアハダ) 

趣味：취미(チミ) 

スポーツ：스포츠(スポチュ) 

読書：독서(トッソ) 

ショッピング：쇼핑(ショピン) 

旅行：여행(ヨヘン) 

お名前：성함(ソンハム) ※「姓名」の漢字語 

年齢：나이(ナイ) 

来る：오다(オダ) 

 

[※１]韓国の歳について 

韓国では相手の年齢によって言葉遣いが異なるため、初めて会った

ときに歳を確認するのが一般的です。 

 

日本と異なり数え年の概念が定着しているため、生まれたときに１

歳、元旦がくると年をとるというシステム。 

 

そのため韓国で歳を伝える際は、「韓国の歳では～」と言ったり、「～

年生まれです」と生まれた年で答えることもよくあります。日本での

歳を聞かれたら、「満～歳です」と返答すれば良いでしょう。 

            

 



 よく使う表現フレーズ 

◆おいしいです 

 맛있어요 マシッソヨ 

◆お腹いっぱいです 

 배불러요 ペブルロヨ 

◆辛いです 

 매워요 メウォヨ 

◆辛さを抑えてください 

 덜 맵게 해 주세요 トル メッケ ヘ ジュセヨ 

◆辛くしないでください 

 안 맵게 해 주세요 アン メッケ ヘ ジュセヨ 

◆日本語で大丈夫ですか？ 

 일본말로 해도 괜찮아요？イルボンマルロ ヘド ケンチャナヨ？ 

◆面白いです 

 재미있어요 チェミイッソヨ 

◆楽しいです/楽しかったです 

 즐거워요 / 즐거웠어요  

チュルゴウォヨ / チュルゴウォッソヨ 

◆難しいです 

 어려워요 オリョウォヨ 

◆酔ったみたいです 

 취한 것 같아요 チハン ゴッ カタヨ 

◆乾杯！ 

 건배！ コンベ！ 

         [覚えておきたい単語] 

味：맛(マッ) 

おいしい：맛있다(マシッタ) 

まずい：맛없다(マドッタ) 

辛い：맵다(メッタ) 

酔う：취하다(チハダ) 

面白い/面白くない：재미있다(チェミイッタ)/재미없다(チェミオッ

タ) 

楽しい：즐겁다(チュルゴッタ) 

 

감사합니다        


	182bb58904bc5150be0e8609c91190c0
	da0470e9eee462bb7b2b5b36915991a5

