
　早期留学に歯止めがかかったようです。「キロギアッパ�（雁のお父さん）」も少なくなっ
たそうです。どんな事情があるのでしょうか？

　CD の音声を聞いて、4BD で書き取りましょう。

❶ 4BD CD
14

조기유학 감소의 원인은?NEWS=5
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（１）�기러기「雁」。외국으로 보내고「外国に送り」つまり「留学させ」、ここでは「外国に行かせ」と

訳した。

（２）�전처럼（以前のように）。-기 쉽다「～しやすい」。

（３）�조기（早期）초기（初期）と混同しやすいので注意。

（４）�1년［일련］流音化。초중고생（初中高生）「小・中・高校生」。

（５）�한창「真っ盛り」。

（１） 아이의 유학을 위해 / 아내와 아이를 외국으로 보내고 / 한국에서 혼자 생활

하면서 / 생활비만 보내주는 아빠들을 / ‘기러기아빠’라고 합니다.

（２） 그런데 요즘 / 기러기아빠 보기가 / 전처럼 쉽지는 않습니다.

（３） 조기유학을 떠나는 아이들이 / 크게 줄었기 때문입니다.

（４） 지난 1년 동안 / 해외 유학을 떠난 초중고생은 / 만 명 정도입니다.

（５） 조기유학이 한창 유행하던 / 2000년도와 비교하면 / 2분의 1수준으로 줄었

습니다.

（６） 한때 외국 고등학교를 졸업하면 / 대학 입시에 유리하다는 이유로 / 유학생 

수는 꾸준히 증가했습니다.

（７） 그러나 실제로는 / 해외 학교생활 적응에 / 실패한 사례가 많았던 것으로 드

러났습니다.

（８） 또한 기러기아빠들의 / 우울증 발병뿐만 아니라 / 가정붕괴의 원인이 된 사

례가 급증하면서 / 사회적인 문제가 되었습니다.

（９） 게다가 외국 고등학교를 졸업해도 / 국내 명문대학에 입학하기는 / 쉽지 않

습니다.

（10） 이런 이유로 / 조기유학의 열기는 급속히 식어 / 조기유학은 앞으로도 계속 

줄어들 전망입니다.

❷ ニュース本文

通訳　    　 　練習
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（６）�한때「一時」。꾸준히「ずっと継続して」。

（７）�적응（適応）。사례（事例）、ここでは「ケース」と訳した。

（８）�우울증（憂鬱症）「鬱病」発音は［우울쯩］、「症」が接尾辞的な役割をしている。발병（発病）の

発音は［발병］濃音化しない。「病」が接尾辞ではないため。가정붕괴（家庭崩壊）。

（10）�열기（熱気）「ブーム」。급속히「急速に」［급쏘키］。식다「冷める」。

（１）�子供の留学のため妻と子供を外国に行かせ、韓国で一人で暮らしながら生活

費だけを送るお父さんのことを「キロギアッパ（雁のお父さん）」と言います。

（２）�しかし最近「キロギアッパ」は以前ほど簡単に見かけられなくなりました。

（３）�早期留学に行く子供が大幅に減ったからです。

（４）�この 1年間海外留学に行った小・中・高校生は 1万名ほどです。

（５）�早期留学が最も人気があった2000年度と比べると、2分の1ほどに減りました。

（６）�一時、外国の高校を卒業すれば大学入試に有利だという理由で留学生の数が

増え続けました。

（７）�しかし実際には海外の学校生活になじめずに失敗したケースも多かったこと

がわかりました。

（８）�また「キロギアッパ」がうつ病になるばかりでなく、家庭崩壊の原因となっ

たケースが急増し、社会問題になりました。

（９）�そのうえ、外国の高校を卒業しても国内の名門大学に入学することはたやす

いことではありません。

（10）�このような理由で早期留学のブームが急速に冷め、今後も減少し続けるもの

とみられます。

早期留学が減少した原因は？NEWS=5

通訳　    　 　練習
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❸ 音読練習

（１）音読練習のススメ
　誰かに語りかけるつもりで音読すると、効果が変わってきます。聞き手を意識する
と、より正しい発音、丁寧な発音になるからです。数回練習したあとは、具体的に聞
き手を想定して、その人に語りかける音読をしてみてください。
　そうすると、声の大きさや明瞭さ、それに姿勢まで変わってきますよ。声もよく通り、
いい声が出るようになってきます。毎回こういう心がけで音読していると、これが標
準になってきます。ぜひ自分標準を、少しずつ高めていって、日々の音読練習に緊張
感をもって臨めるように工夫してくださいね。

（２）通訳練習のヒント
　日本語を見ながら韓国語で言ってみることに慣れてきたでしょうか？　これも回数
が大事なんです。たどたどしくても繰り返しやってみてください。（10）-ㄹ 전망입니다

「～する展望です、～する見込みです」などの定型表現をノートに書き出して、通訳の
部分練習をしてみるのも有効です。
　定型表現、よく使われる慣用表現、このようなものをピックアップし繰り返し音読し、
通訳練習してみましょう。定型を覚えれば、音読も通訳も楽になります。
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❹「伝える」

〈伝えるための準備〉
　伝えるために、ニュースのポイントを整理して、まず箇条書きしましょう。

その背景にはどのようなものがあるか

・

・

どんな現象や変化が起こっているか

・

・

これからどうなっていくか

・

・

これを韓国語で、1分で言えるよう、
リハーサルしてみましょう。

　今回のニュースで取り上げられている기러기아빠（雁のお父さん）の他にも、
갈매기아빠（カモメのお父さん＝子供と妻を、海外ではなく、ソウルに送って、
自分は釜山で暮らしながら送金するお父さん）、펭귄아빠（ペンギンのお父さん
＝経済的理由で飛べないお父さん）という言葉もあります。こういう造語が韓
国は得意ですね。

　それにしても、身につまされる話ではあります。どうか、기러기아빠が減り続
けますように。
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「伝える」例 CD
15

（パンマルバージョン）

　혹시 기러기아빠라는 말 들어봤어? 이건 아이의 조기 유학을 위해 아

내와 아이를 해외로 떠나 보내고 한국에서 혼자 살면서 생활비만 보내주

는 아빠들을 가리키는 말인데 요즘에는 그 수가 상당히 많이 줄었대. 아

이들이 외국의 학교생활에 적응하지 못해서 실패한 사례도 많고, 혼자 지

내다가 우울증에 걸리는 아빠들도 많아졌다는 거야. 

　한동안 외국의 고등학교를 졸업하면 명문대에 들어가기 쉽다고 해서  

조기유학 열풍이 불었었는데 반드시 그렇지도 않은가 봐. 앞으로도 조기 

유학열풍은 계속해서 식어갈 것 같아.

＊한동안 一時期、しばらく

　반드시＋否定 「必ずしも～ない」部分否定

　유학열풍 ［유항녈풍］

　「キロギアッパ（雁のお父さん）」という言葉聞いたことある？�これは、

子供の早期留学のために妻と子供を海外に行かせ、韓国で一人で暮ら

しながら生活費だけを送るお父さんを指す言葉なんだけど、この頃そ

の数がすごく減ったんだって。子供たちが外国の学校生活に適応できな

くて失敗したケースも多く、一人で暮らしていてうつ病になってしまうお

父さんも多くなったんだって。

　一時期は、外国の高校を卒業すれば名門大学に入りやすいといって、

早期留学ブームが起こっていたけど、必ずしもそうではなかったみたい。

これからも早期留学ブームは冷め続けていくと思う。
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