
番号 

1 어머니가 남대문 시장에 가요. 母が南大門市場に行きます. 

2 아버지가 명동에 가요. 父がミョンドンに行きます. 

3 유미란 씨가 와요.  ユ・ミランさんが来ます. 

4 주차장에 가요.  駐車場に行きます. 

5 레스토랑에 가요.  レストランに行きます. 

6 서울에 가요.   ソウルに行きます. 

7 일본에 와요.   日本に来ます. 

8 학교에 가요.   学校に行きます. 

9 안녕하세요?   お元気ですか？ 

10 안녕히 가세요.   さようなら.（離れる人に） 

11 안녕히 계세요.   さようなら.（残る人に） 

12 서울에 가요?   ソウルに行きますか？ 

13 네, 가요. / 예, 가요.  はい，行きます. 

14 아뇨, 안, 가요.   いいえ，行きません． 

15 누가 가요.   だれが行きますか？ 

16 어디 가요.   どこに行きますか？ 

17 언제 가요.   いつ，行きますか？ 

18 저는 내일, 가요.  私は明日行きます． 

19 은행하고 백화점에 가요. 銀行とデパートに行きます． 

20 아버지가 와요. 그리고 어머니도 와요. 

父が来ます．そして母も来ます． 

21 아버지는 와요. 하지만 어머니는 안 와요.  

父は来ます．けれども母は来ません． 

22 아버지가 와요? 아니면 어머니가 와요? 

お父さんが来ますか？それともお母さんが来ますか？ 

23 학생이 가요.   学生が行きます． 

24 비빔밥을 먹어요.  ビビンバを食べます． 



25 커피를 마셔요.   コーヒーを飲みます． 

26 한국어를 공부해요.  韓国語を勉強します． 

27 회사원이에요.   会社員です． 

28 주부예요.   主婦です． 

29 박밀란 씨는 학생이 아니에요.  パク・ミランさんは学生ではありません． 

30 지하철로 명동에 가요.  地下鉄でミョンドンに行きます． 

31 볼펜으로 써요.   ボールペンで書きます． 

32 학교에서 공부해요.  学校で勉強します． 

33 어디서 공부해요?  どこで勉強しますか？ 

34 집에 전화해요.   家に電話します． 

35 선생님한테 전화해요.  先生に電話します． 

36 누구한테 전화해요?  だれに電話しますか？ 

37 박밀란 씨는 있어요?  パク・ミランさんはいますか？ 

38 숟가락은 있어요?   スプーンはありますか？ 

39 네, 있어요.   ええ，あります／います． 

40 아뇨, 앖어요.   いいえ，ありません／いません． 

41 숟가락은 어디에 있어요? スプーンはどこにありますか？ 

42 식탁 위에 있어요.  テーブルの上にあります． 

43 버스를 타요.   バスに乗ります. 

44 감사합니다.   ありがとうございます. 

45 누구 가방이에요?  だれのカバンですか？ 

46 박밀란 씨 가방이에요.  パク・ミランさんのカバンです. 

47 제 가방이에요.    私のカバンです． 

48 어느 가방이에요?   どのカバンですか？ 

49 이 가방이에요?  このカバンです． 

50 그 가방이에요?  そのカバンです． 

51 저 가방이에요?  あのカバンです． 

52 그 사람은 어디 있어요?    あの人はどこにいますか？ 

53 그 책은 이거예요?  その本はこれですか？ 

 녜, 그거예요.   ええ，それです． 

 

 



54 어느거예요?    どれですか？ 

55 이거 누구 거예요?  これ，だれのですか？ 

 제 거예요.   私のです． 

56 회장실 어디에요?  トイレ，どこですか？ 

57 저기예요.   あそこです． 

58 거기예요.   そこです． 

59 여기가 어디예요?  ここはどこですか？ 

 여기는 명동이에요.  ここはミョンドンです． 

60 숟가락은 어디 있어요? スプーンはどこにありますか？ 

 여기 있어요.   ここにあります． 

61 이 케이크는 달아요.  このケーキは甘いです． 

62 이 김치는 매워요.  このキムチはからいです． 

63 큰 거 있어요?   大きいのありますか？ 

64 좀 더 싼 거 있어요?  もうちょっと安いのありますか？ 

65 안 매운 거 있어요?  からくないのありますか？ 

66 맛있는 김치 있어요?  おいしいキムチありますか？ 

67 오늘은 공부 안 해요.  今日は勉強しません． 

68 갈비를 먹고 싶어요.  カルビが食べたいです． 

69 갈비는 안 먹고 싶어요. カルビは食べたくありません． 

 갈비는 먹고 싶지 않아요. 

70 안녕하십니까?   お元気でいらっしゃいますか？ 

71 가십니까?   いらっしゃいますか？（「行く」） 

72 오십니까?   いらっしゃいますか？（「来る」） 

73 이거 주세요.   これ，ください． 

74 이거 읽어 주세요.  これ，読んでください． 

75 읽지 마세요.   読まないでください． 

76 여보세요.   もしもし． 

77 여기요. / 저기요.  あの，すみません． 

 잠깐만요.   あの，ちょっと． 

78 뭘 하고 있어요?  何をしていますか？ 

 

 



79 책을 읽고 있어요.  本を読んでいます． 

80 한국에 가 있어요.  韓国に行っています． 

81 오늘 뭘 했어요.  今日，何をしましたか？ 

82 영화를 봤어요.  映画を見ました． 

83 맛있었어요.   おいしかったです． 

84 결혼했어요.   結婚しています． 

 결혼했어요?   結婚していますか？ 

85 한국에 가겠어요.  韓国に行くつもりです． 

86 뭘 드기겠어요?  何をめしあがりますか？ 

87 이 책을 읽어야겠어요. この本を読まなければいけません． 

88 가도 돼요?   行ってもいいですか？ 

89 사진 찍어도 돼요?  写真，撮ってもいいですか？ 

90 한국말 할 수 있어요?  韓国語できますか？ 

 네, 할 수 있어요.  ええ，できます． 

91 서울에서 만나요.  ソウルで会いましょう． 

92 공/영, 일, 이, 삼, 사 0，1，2，3，4， 

 오, 육, 칠, 팔, 구  5，6，7，8，9． 

93 지금 몇 시예요?  いま，何時ですか？ 

94 3(세)시예요.   3 時です． 

95 몇 살이에요?   何歳ですか？ 

 몇 살이세요?   おいくつですか？ 

96 30(서른)이에요.  30 です． 

97 우리나라 꽃 

◇ 

98 선녀와 나무꾼 

99 말 빨리 하기 

 

97 の歌は書籍の 142ページに歌詞が出ています．なお，98の童話「仙女と木こり」，99の早

口ことばはテキストが収録されていません．韓国語の響きをお楽しみください． 


