
韓国語の色々な表現方法 （例文） 美しい韓国語１－２．１－３の例文

　　　　　
현재  現在 　　　　　◎ -ㅂ/습니다 -아/어요 （＊）変則動詞

오다 와요 　　　　　＊ 살다 살아요
그리다 그려요 　　　　　＊ 돕다 도와요

           ＊ 쓰다 써요 　　　　　＊ 춥다 추워요
말하다 말해요 이다 에요,이에요

　　　　　＊ 부르다 불러요 아니다 아에예요
앉다 앉아요 　　　　　＊ 낫다 나아요

　　　　　＊ 듣다 들어요 낫습니다

과거 過去 　　　　　◎ -았/었습니다 -았/었어요

過去形の基本形　가다      갔다

오다 왔습니다 왔어요
그리다 그렸습니다 그렸어요

           ＊ 쓰다 썼습니다 썼어요
말하다 말했습니다 말했어요

　　　　　＊ 부르다 불렀습니다 불렀어요
　　　　　＊ 듣다 들었습니다 들었어요
　　　　　＊ 살다 살았습니다 살았어요
　　　　　＊ 돕다 도왔습니다 도았어요

이다 였습니다 였어요
이었습니다 이었어요

아니다 아니었습니다 아니었어요
          ＊ 낫다 나았습니다 나았어요

미래 未来 未来の動作や状態を表す。
先語末語尾 「-겠-」 未来の状況に対する話し手の意志、意図、推測
終結形語尾 「-（으） ㄹ게요」 するよ、しますよ
慣用表現 「-（으）ㄹ 거예요」 つもりだ、つもりです。

-(으)ㄹ 겁니다(거다) -(으)ㄹ 거예요

살다 살 겁니다 살 거예요
돕다 도울 겁니다 도울 거예요

　　　　１． 主語が１人称の場合 話し手の意志、意図、推測を表す。

청소는 내가 하겠다/하겠어요. 掃除は私がやる／やります。

청소는 내가 할게/하게요. 掃除は私がやる／やります。

청소는 내가 할 것이다/할 것입니다/할 거예요.掃除は私がやるつもりだ／やるつもりです。

　　　　２． 疑問文で主語が２人称又は「누가」の場合 聞き手の意図を尋ねるとき

「-（으） ㄹ게」は疑問文では使えない

청소는 누가  하겠어요? 掃除は誰がやりますか？

--- 제가 하겠어요. ーー私がやります。

이 일 좀 도와 주겠어요? この仕事をちょっと手伝ってくれませんか？

언제 서울에갈 거예요? いつソウルに行きますか？

--- 이번 주 토요일에 갈거예요. ーー今週の土曜日に行くつもりです。

    　   3. 主語が３人称または事物の場合 推測、予定、可能などを表す。



내일은 비가 오겠다. 明日は雨が降りそうだ。

내년에는 대학을 졸업하겠군요. 来年は大学を卒業しますね。

영아는 아마 내일 올 거예요. ヨンアは多分明日来るでしょう。

아마 내년에 유학을 갈 거예요. 多分来年留学に行くでしょう。

잠시 후에 경기가 시작되겠습니다. まもなく競技が始まります。

＊①　「-겠-」や「-（으）ㄹ 것이다,-（으）ㄹ 거예요」は未来時制でなく単に
現在や過去の事実に対する話し手の推測を表す時にも使われる。

이 김치는 아주 맵겠다. このキムチはとても辛そうだ。

서울은 지금쯤 비가 내리겠다. ソウルは今頃雨が降っているだろう。

영아는 지금 집에 있겠다. ヨンアは今家にいるだろう。

어린애라도 그것쯤은 하겠다. 子供でもそれぐらいはできるだろう。

지금쯤 도착했을 것이다. 今頃到着しているだろう。

그 애도 이제는 청년이 되었겠다. その子供も今は青年になっているだろう。

수업은 다 끝났을 거에요. 授業は全部終わったでしょう。

＊②　現在、過去、未来時制の活用例

現在 過去 未来
-ㄴ/는다 -았었-다 -겠-다
～する／ている ～た／かった ～つもりだ／だろう

가다 간다 갔다 가겠다
보다 본다 봤다 보겠다
먹다 먹는다 먹었다 먹겠다
읽다 읽는다 읽었다 읽겠다
있다 있다 있었다 있겠다

（例文） 주말에 무엇을 할 겁니까?
ㅡ친구를 만날 겁니다.
오늘 오후에는 도서관에서 책을 읽을 겁니다.
왕신 씨는 언제 결혼할 거예요.
ㅡ취직한 후에 결혼할 겁니다.
언제까지 한국에 있을 거예요?
ㅡ내년까지 한국에서 살 거예요.
토요일에 뭐 해요?
ㅡ토요일에 친구가 이사를 해요.
그래서 친구를 도울 거예요.

  휴가 계획休暇の計画 취직就職 돕우다助ける

現在進行形 　　　　　◎ ～고 있다 / ～고 있습니다 ～している

現在時制だけでも表すことができる。
強調する場合は動詞に「-고 있다」を付ける。

먹다 먹고 있다  /  먹고 있습니다
보다 보고 있다  /  보고 있습니다

아기가 잠을 잔다. 赤ちゃんが寝ている。

아기가 잠을 자고 있다. 赤ちゃんが寝ている。

아침부타 비가 내린다. 朝から雨が降っている。

아침부타 비가 내리고 있다. 朝から雨が降っている。

상미는 지금 밥을 먹는다. サンミは今ご飯を食べている。



상미는 지금 밥을 먹고 있다. サンミは今ご飯を食べている。

민수는 지금 책을 읽는다. ミンスは今本を読んでいる。

민수는 지금 책을 읽고 있다. ミンスは今本を読んでいる。

丁寧語で進行形を表すものが有る。

　　　　　◎ -계시다    ～ていらっしゃる

선생님은 책을 읽고 계신다. 先生は本を読んでいらっしゃる。

그분은 학교에서 일하고 계신다. その方は学校で働いていらっしゃる。

뭐 햐고 계세요? 何をしていらっしゃますか。

　　　　　◎ ている （しっかり身につく韓国語より）

進行の「ている」　⇒고 있다：今ご飯を食べている。지금 밥을 먹고 있다.

状態の「ている」 ⇒고 이다 と 아/어 있다
帽子をかぶっている 모자를 쓰고 있다
椅子に座っている 의자에 앉아 있다

習慣の「ている」 ⇒　現在形：　１日３回歯を磨いている。
　　　　　하루에 세 번씩 이를 닦는다

経験の「ている」 ⇒　過去形：　その本は一度読んでいる。
　　　　　그 책은 한 번 읽었다
          まだ読んでいない
　　　　　아직 읽지 않았다

1 고 있다と아/어 있다 　　英語の ｈａｖｅ＋過去分詞
　　継続進行を表す

他動詞 ～고 있다
自動詞 ～아/어 있다

문을 열고 있다（ドアを開けている）/문이 열려 있다（ドアが開いている）
사람들을 모으고 있다(人を集めている）/
  사람들이 모여 있다（人が集まっている）

＊「自動詞＋ている｣が進行の意味を表す場合は、고 있다を使う。
아기가 자고 있다 （赤ちゃんが寝ている）
바람이 불고 있다（風が吹いている）

その他の自動詞：　　걷다(歩く),놀다(遊ぶ),다니다(通う),달리다(走る),쉬다(休む)
　　　　올다(泣く),

１つの動詞が고 있다と어 있다の両方に接続し、進行と状態の意味を持つ
場合も有る。
오다： 오고 있다　 来つつある / 와 있다　（すでに）来ている
줄다： 굴고 있다　減りつつある /줄어 있다　（すでに）減っている
살다： 살고 있다　住んでいる /살아 있다　生きている
쓰다： 쓰고 있다　書いている 써 있다　書いてある

2 韓国語の過去形が「～している」に対応するもの

결혼했다（結婚している）、닮았다（似ている）、다쳤다（けがをしている）
말랐다（やせている),익었다(熟している）（익어 있다も可）、
늦었다（遅れている） 미쳤다(狂っている)、빌렸다/꾸었다（借りている）
상했다（傷んでいる） （상해 있다も可） 　



3 韓国語の現在形で「～している」を現すもの

낫다（優れている）,늦다/빠르다（時計が）遅れている・進んでいる
다르다(違っている・異なっている）,부족하다（不足している）
맑다(晴れている／澄んでいる）、흐리다（曇っている）

意志
1. ～(을/ㄹ) 거예요 ～のつもりだ

一人称では意志、意向を述べ、二人称では」相手の意志、意向を聞き、
三人称では推量を表す。

a)一人称 내일 영화 보러 갈거예요. 明日映画を見に行く予定です。

나도 틀림없이 갈 것 입니다. 私も間違いなく行くつもりです。
b)二人称　　 사진 언제 찍을 거예요? 写真いつ撮るつもりですか。

c)三人称 내일 비가 올거예요.
가위는 서랍 속에 있을거예요. ハサミは引き出しの中に有るでしょう。

その他 한다 ～する

하겠다 ～する、するぞ

할 것이다 ～するさ、するだろう

할 란다 ～する、～したい、 うんやるやる

할게 するから、するからね

하려고 하다 ～しようと思う、しようと思っている

할 것 같다 ～するみたいだ、～すると思う、～しそうだ

이러다가 감기에 걸릴 것 같은데요. こんなことをしていたら、風邪をひきそうですよ。

수진  씨, 지금 집에 있을 것 같은데요. スジンさん、今家にいるみたいですけど。

내일은 비가 올 것같죠? 明日は雨が降りそうですね。

이번 시험은 굉장히 어려울 것 같은데. 今度は試験はとても難しいみたいだけどな。

２． ～ㄹ게요/～을게요 疑問文は作れない

제가 낼게요. 私が払います。

먹을 게요. 食べます。

사진은 제가 찍을게요. 写真は私がとりますよ。

약속은 반드시 지킬게요. 約束は必ず守りますよ。

３． ~しはする、~たりする、~こともある
～기도 하다　（慣用表現）

만나기도 하지만 인사는 안한다. 会ったりするが挨拶はしない。

남편은 가끔 요리를 하기도 한다. 夫はたまに料理することもある。

４． ～ことにする　
기로 하다 　（慣用表現）

내일 만나기로 했다. 明日会うことにした。

오늘부더 담배를 끊기로했다. 今日からタバコをやめることにした。

５．～겠 ・・・・推量の項を参照

명령 命令 　　　　１ -(으)십시오 -(으)세요 してください
　　　依頼 ㅡ(으)십시오/ ㅡ지 마십시오 丁寧な命令形/否定形

-(으)세요 / _지 마세요

（例文） 잠깐만 기다리십시오.



케빈 씨,한국어 책 45쪽을 읽으십시오.
방이 너무 덥습니다.창문을 여십시오.    
이곳에서 쓰레기를 버리지 마십시오.
쓰레기를 주우십시오. 　　　

수업 시간에 이야기하지 마십시오.

쪽ページ 덥다暑い 여(열다,開ける 줍다 拾う

　　　　　　＊살다 사십시오 사세요
　　　　　　＊돕다 도우십시오 도우세요

오다 오십시오 오세요
보다 보십시오 보세요
먹다 드십시오 먹으세요 (드세요)

　　　　２ -ㄹ(-을) 것 ～すること　～すべし しろ、しなさい
文末について命令を表す。

빨리 갈것. 早くいくこと。
내일 아침 여섯시에 모일것. 明朝６時に集合すること。

ㄹ(-을)것 없다. することはない。するには及ばない。
するまでもない。

　　　　３ ～아/어+ 라 ～しろ、～せよ
命令形終結語尾 行動をさせる意で終わる。

-어라 천천히 먹어라. ゆっくり食べなさい。

이 가방은 네가 들어라. このかばんはきみが持って。

-아라 내 손을 잡아라. 私の手を握りなさい。

그것을 잘 보아라. それをよく見なさい。

가라. 行け。

열어라. 開けろ。

읽어라. 読め。

　　　　　4 _～너라 오다の語幹につく

안으로 들어 오너라. 中に入りなさい。
１３쪽부터 17쪽까지 외워 오너라. 13ページから17ページまで覚えてきなさい。

내일은 숙제를 잊지 말고 해 오너라.明日は宿題を忘れないでしてきなさい。

잘 가거다,또 오너라. 気を付けてお行き、また来なさいね。

　　　　　5 ～거라 ～가다,～자다,있다などの語幹に付く終結語尾。
　（命令） 가다,올라가다,내려가다,들어가다,유학가다,출장가다

사가다,쉬어가다など

다리가 아프거든 쉬어 가거라. 足が痛かったら休んでいきなさい。

그만 떠들고 어서들 자거라. ふざけてないで、もう寝なさい。

            6 -아/어 빨리 와. 早く来なさい、

천천히 먹어라.      천천히 먹어.ゆっくり食べなさい。

먹다 먹어 말하다 말해
가다 가 보다 봐

　　　　   　＊쓰다 써 읽다 읽어

　　　　   7　　　-세요/으세요   ～なさいます（か）、～てください、～ます



선생님은 책을 읽으세요. 先生は本を読んでいらっしゃいます。

기분이 좋아 보이세요. ご気分がよさそうに見えます。

부모님이 기뻐하세요. 両親が喜んでいます。

내일 김 박사님이 오세요. 明日金博士が来られます。

그분은 학장님이세요. その方は学長でいらっしゃいます。

뭘 만드세요?
몇 시에 출발하세요?
내일 시간 있으세요?
누구(이) 세요?

편의점 앞에 세워 주세요. コンビニの前に止めてください。

여기 앉으세요. ここにお座りください。

여기에 도장을 찍으세요. ここにハンコを押してください。

드셔 보세요. 召し上がってみてください。

연습해 보세요. 練習してみてください。

가 보세요. 行ってみてください。

　　　　　 ＊「-(으)세요」は語尾「-(으)시-」と「-어요」が結合した「-(으)시어요」

（例文） -(으)세요

선생님이 설명을 잘 들으세요. 先生の説明をよく聞いてください。

횡단보도를 이용하세요. 横断歩道を利用してください。

창문을 좀 여세요.
앞으로 　　　　가세요      前に行ってください

오른쪽으로
윈쪽로
위로 上へ

아래로 下へ

건너편으로　向かい側に

잘 듣다 잘 들세요 よく聞いてください

책을 읽다 책을 읽으세요 本を読んでください

공책에 쓰다 공책에 쓰세요 ノートへ書いてください。

휴대전화를 끄다 휴대전화를 끄세요 携帯を切ってください。

선생님을 따라하다 선생님을 따라하세요先生についてきてください。

청유  勧誘 　　　１ -ㅂ시다/읍시다       ～しましょう、～てください

　　　　　＊ 살다 삽시다
　　　　　＊ 돕다 도웁시다

보다 봅시다
먹다 먹읍시다

　　　　　＊ 낫다 나으십시다

　　　        母音で終わる動詞の語幹、ㄹ語幹＋ㅂ시다
              子音で終わる動詞の語幹＋읍시다

　　　　　　　    　用言の母音語幹、ㄹ語幹、「이다」の語幹＋ 세요
        　     　　  用言の子音語幹　＋　으세요

                      の縮約形で「-(으)셔요」とも使われる。

               ⅰ．話し手の考え、現在の状況や動作、近い未来の事実の説明

　      　　　ⅱ．聞き手に質問の意を表す。

              ⅲ．動詞に付いて命令や勧誘の意を表す。



        ⅰ．一緒に行動することを勧誘、提案する。
같이 갑시다 一緒に行きましょう。

뭐 좀 먹읍시다. 何かちょっと食べましょう。

한잔하러 갑시다. 一杯やりに行きましょう。

가까우니까 걸어 갑시다. 近いから歩いていきましょう。
　　　　ⅱ．聞き手への要求、了解を求めるとき。

좀 조용히합시다. ちょっと静かにしましょう。

서울역까지 갑니다. ソウル駅まで行ってください。

하나 더 물어 봅시다. もう一つ伺いましょう。

　　　　ⅲ．動詞「치다.하다」に付いてある状況を改定することを提案する。
그이 말이 옳다고 칩시다. 彼の話が正しいとしましょう。

1억 원이 있다고 합시다. 1億ウォンが有るとしましょう。

복권에 당첨되었다고 칩시다. 宝くじに当たったとしましょう。

　　　　　　＊目上には使えない。目上にに使う場合は、
같이 가시겠어요? 一緒に行きましょうか。

같이 가시겠습니까? 一緒に来まきしょうか。

같이 가시지요. 一緒に行きましょう。

같이 가 주시겠어요? 一緒に行ってくださいますか。

       2 -십시오/으십시오 ～てください

우산을 가져 가십시오. 傘を持って行ってください。   

이것을 받으십시오. これを受け取ってください。

여기에 앉으십시오. ここにお座りください。

너무 좋아하지 마십시오. あまり喜ばないでください。

질문에 대답하십시오. 質問に答えなさい。

맞는 것을 고르십시오. 正しいものを選んでください。

안녕히 주무십시오. おやすみなさい。

새해 복 많이 받으십시오. 明けましておめでとうございます。

이리 내려 오시지요. こちらに降りてきてください。

이것을 받으시지요. これを受け取ってください。

許可 아/어/해도 돼요.(?)
창문을 열어도 돼요? 窓を開けてもいいですか。

창문을 닫아도 돼요? 窓を閉めてもいいですか。

연락해도 돼요? 連絡してもいいですか。

울어도 돼요? 泣いてもいいですか。

봐도 돼요? 見てもいいですか。

가도 돼요? 行ってもいいですか。

다 먹어도 돼요? 全て食べてもいいですか。

한 가지 물어 봐도 돼요? 一つ尋ねてもいいですか。

　　　　　（하나 물어도 좋습니까?）
맥주 한 병 정도라면 마셔도 괜찮아요？

　　　　ⅱ．試験問題などで指示するとき

　　　　ⅲ．-십시오/으십시오は慣用的なあいさつに使われる。・・・やや硬い表現だ。

             子音で終わる動詞の語幹＋으십시오

　　　　ⅰ．丁寧に勧誘したり命令するとき、会議など方式の場。

　　　　     母音で終わる動詞の語幹、ㄹ語幹＋십시오

　　　　　*この柔らかい言い方は、　「-(으)시지요」



ビール一本程度なら飲んでも構いません。
좋고 말고요. もちろんいいですとも。

알아서 해요. 好きにしなさい。

～도 좋습니다 ～してもいいです。

먹어도 좋습니다.
들어와도 좋습니다
가도 좋습니다
타도 좋습니다.
와도 좋습니다.

禁止
不許可           1 지 마세요  / 지 시오지 마십시오

여기는 위험해요. 건너지 마세요. ここは危険です。渡らないでください。

의자에 앉지 마세요. 모두 일어나세요. 椅子に座らないでください。皆起きてください。

수업시간에 음악을 듣지 마세요.
날씨가 더워요.창문을 닫지 마세요.
지각하다   지각하지 마세요 遅刻

수업시간에 자다 수업시간에 자지 마세요 寝る
교실에서 음식을 먹다 교실에서 음식을 먹지 마세요
수업시간에 친구와 이야기하다

수업시간에 친구와 이야기하지 마세요. 

계속ずーっと引き続き     첫 번째最初の

표지판 掲示板
공책ノート

조용히 하세요 사진을찍지 마세요
안전벨트를 매아세요 담배를 피우지 마세요
가져가세요 뛰지 마세요
손 조심하세요 주차하지 마세요
휴지통에 버리아세요 들엉지 마세요
계단을 조심하세요 기대지 마세요

여기는 위험해요.건너지 마세요. 횡단보도를 이용하세요.危険、横断歩道、利用

의자에 앉지 마세요. 모두 일어나세요.
수업시간에 음악을 듣지 마세요. 선생님의 설명을 잘 들으세요.　　説明

날씨가 더워요. 창문을 닫지 마세요. 창문을 좀 여세요.
이곳에서  쓰레기를 버리지 마십시오.
수업 시간에 이야기하지 마십시오.

          2 -(어)서는 안돼요
자다     자서는 안돼요 寝る

먹다     먹어서는 안돼요
입다     입어서는 안돼요 着る

　　　　３ 절대로 안돼요. 絶対にダメです。

가면 안돼요. 行ってはいけません。

가지 마세요. 行かないでください。

안 가는 게 좋아요. 行かない方がいいです。

안 가는 게 좋을 거에요. 行かない方がいいでしょう。

되도 록이면 안 가는 게 좋아요. なるべくならいかない方がいいです。

가능 可能 できる・できない
不可能



          1 -(으)ㄹ 수 있다/없다　~することができる

먹다         먹을 수 있다
　　　　　＊ 돕다 도울 수 있습니다

영어를 이야기할 수 있습니다. 英語をうまく話すことができません。

여행에 갈 수 있습니까? 旅行に行くことができますか。

그 갓난 아기는 서서 걸을 수 있습니까? その赤ちゃんは立って歩くことができますか。

          2 -ㄹ 줄 알다/모르다 ～することができる

자전 거를 탈 줄 아세요? 自転車に乗れますか。

한글 읽을 줄 알지요? ハングル読めますよね。

사전을 찾을 압니까? 辞書の引き方わかりますか。

영어를 할 줄 압니까? 英語が話せますか。

나는 수영할 줄 몰라요. 私は泳げません。

한자를 읽을 줄 몰라요. 漢字を読むことができません。

글씨가 너무 작아서 읽을 수 없어요. 字が小さすぎて読めません。

나는 어쩔 줄 몰랐다. 私はどうしていいかわからなかった。

제안 提案 -ㄹ까요? -ㄹ까/을까   ～しようか、～だろうか

　　　　　＊ 돕다 도울까요?

　　　　　1    母音で終わる用言の語幹、ㄹ語幹、「이다」の語幹、「-(으)시-」＋ㄹ까

마시+ㄹ까 飲もうか 놀+ㄹ까 →　노 +ㄹ까 遊ぼうか

비싸+ㄹ까 高いだろうか 달+ㄹ까→　다+ㄹ까 甘いだろうか

누구+이+ㄹ까 誰だろうか 오+시+ㄹ까 来られるだろうか

읽+을까 読もうか 씻+었+을까 洗っただろうか

작+을까 小さいだろうか 없+었 을까 なかっただろうか

　　　　ⅰ．動詞に付いて意向、意見を尋ねたり、提案する。丁寧形は「-(으)ㄹ까요」
 몇 시에 만날까? 何時に会おうか。

내일 영화 보러 갈까? 明日映画を見に行こうか。

여기서 사진을 찍을까? ここで写真を撮りましょうか。

같이 만들까요? 一緒に作りましょうか。

제가 그것을 할까요? 私がそれをやりましょうか。

도와 드릴까요? お手伝いしましょうか。

보여 드릴까요? 見せましょうか。
가르쳐 드릴까요? 教えましょうか。

모셔다 드릴까요? 送りましょうか。 모셔다 おともする、案内する

　　　　　　＊ 보낼까요?     送りましょうか

배웅할까요?見送りましょうか 마중 할까요? 出迎えましょうか

데리고 가다 連れて行く

내일은 날씨가 갤까? 明日の天気は晴れるだろうか。

몇 사람이나 올까? 何人ぐらい来るだろうか。

이 치마는 짧을까? このスカートは短いだろうか。

일이 다 끝났을까요? 仕事が全部終わったでしょうか。

저 사람이 누구일까요? あの人は誰でしょうか。

　　　　ⅲ．新聞や論文などの文章

　　　　ⅱ．推測や疑問を表す。

　　　　　2   　子音で終わる用言の語幹、語尾「-았/었-」＋ 을까



그 사건이 왜 발생했을까? その事件はなぜ発生したのだろうか。

인생이란 무엇일까? 人生とはなんか。

의무 義務           1 -아/어야 하다 (되다) 当然～すべきだ、～でなければならない

오다 와야 합니다 앉다 앉아야 합니다
그리다 그려야 합니다 　　＊ 듣다 들어야 합니다

　　　　　＊ 쓰다 써야 합니다　　　　＊ 살다 살아야 합니다
말하다 말해야 합니다 　　＊ 돕다 도와야 합니다

　　　　　＊ 부르다 불러야 합니다 Ｐ１０７

토요일도 학교에 가야돼요. 土曜日も学校に行かなくてはなりません。

연습을 많이 해야 해요. 練習をたくさんしなくてはなりません。

해야 할 일 やるべき仕事

（例文） 집이 신촌입니다. 저는 다음 역에서 내려야 됩니다.
한국에서 취직하고 싶습니다. 그래서 한국어를 열심히 공부해야 합니다.

（就職） 　　（熱心に）
살을 빼고 싶어요.-그러면 운동을 열심히 해야 돼요.
케빈 씨, 이번 주말에 뭐 해요?-이번 주 토요일에 미국에서 동생이 와요.
그래서 공항에 가야 해요.

집이 신촌입니다.
저는 다음 역에서 내려야 됩니다.
한국에서 취직하고 싶습니다.
그래서 한국어를 열심히 공부해야 합니다.

           2 -(어)야만 한다 (～するべきである）

가다 가야만 한다
신다 신어야 한다

이유 理由
목적 目的 -(으)니까

　　　　　　①母音語幹の用例
비가 많이 오니까 운존 조심하세요.

             ②子音語幹の用例
아이들이 먹으니까 단 과자를 많이 사 주세요.

달：甘い
　　　　　　③ㄹ語幹の用例

시골에 사니까 피부가 고와졌어요.田舎に住んだら、皮膚がきれいになりました。

살다:住む
変則用言に付く　　～니까

　　　　　　①「ㅂ変則用言の用例」
接続規則： 「ㅂ」を「우」に変えて니까を付ける。

도우니까 좀 쉬어요. 暑いから少し休みましょう。

덥다:暑い
　　　　　　②「ㄷ変則用言の用例」

接続規則： 「ㄷ」を「ㄹ」に変えて으니까を付ける。

매일 걸으니까 건강해요.
걷다:歩く 毎日歩くから健康です。



　　　　　　③「ㅅ変則用言の用例」
接続規則： 「ㅅ」を「으」に変えて니까を付ける。

약을 잘 지으니까 손님이 많아요. 薬をうまく調合するので客が多いです。

짓다：調合する
-아/어서

시간이 없어서 몇 번밖에 못 가봤어요. 時間が無くて何度かしか行っていません。

　　　　　　①理由・原因の用法
비가 와서 흔났어요. 雨が降ってひどい目にあいました。

매일 너무 더워서 죽겠어요. 毎日がとても暑くてたまりません（死にそうです。）

　　　　　　②先行動作の用法
서류를 복사해서 보내 주세요. 書類をコピーして送ってください。

잘 생각ㅎ서 대답하세요. よく考えて答えてください。

때문에 名詞・代名詞に付く

　　　　　　①때믄에の用法
뭐 때문에 그렇게 열심히 일하십니까?
何のためにそんなに一生懸命に仕事なさいますか。

아이 때문에 아무것도 못해요. 子供のせいで何もできません。

　　　　　　②기 때문에の用法 「用言語幹＋기 때문에」
매일 운동하기 때문에 몸이 아주 가볍습니다.毎日運動をするので体がとても軽いです。

너무 바쁘기 때문에 아버님께 전화도 못 드립니다. 忙しすぎて父に電話もできません。

결혼 다시에는 돈이 없었기 때문에 반지도 못 사 줬어요.
結婚当時にはお金がなかったために指輪も買ってあげられませんでした。

하니까 ～するから、　　　～だから　　　　「理由」
話し手が主観的な考えを述べる理由を表す。
해서は後に命令や意思を表すことができないがこれは命令や意思を表すことができる。
하니까 한 것이다   （～するから～するのだ）・・・・「連体形＋것이다」（~するのだ）という
形も好んで用いられる。

했으니까 ～したから

핱 테니까 ～するから、　　～するだろうから

하니까 ～するから

돈이 떨어졌으니까 못 산 거야. 어쩔 수 없젆아.お金が無くなったから変えなかったのよ。
しょうがないじゃない。

어제는 형이 갔으니까 오늘은 내가 갈게. 昨日は兄さんが行ってくれたから
今日は僕が行くから。

그 일은 내가 할 테니까 걱정하지 마. その仕事はおれがやるから心配するなよ。

시간이 없으니까 빨리 가세요. 時間が無いから早くお行きください。

거기 우리 집에서 가까우니까  내가 가 줄게. そこは内から近いから私が行ってあげるよ。

빨리 가세요. 시간이 없으니까요. 早くお行きください。時間が有りませんから。

해서 (서) ～するので、　～なので　　「原因」



시간이 없어서 거기에는 못갔어요. 時間が無くてそこには行けませんでした。

그 때 마침 돈이 떨어져서 못 샀지. その時ちょうどお金が切れちゃってさ
変えなかったよ。

슈퍼가 우리 집에서 가까워서 참 편리해. スーパーが内から近くて本当に便利なの。

어제는 형이 가 줘서 정말 다행 이었어요. 昨日は兄貴が行ってくれたから本当に
良かったんだよね。

해서 그런지 ～するからなのか 「あいまいに述べる理由」

지은이가 없어서 그런지 오늘 준호가 좀 심심해 보였지?
チウンがいなかったからか、今日はチュノはちょっとつまらなそうだったよね?

이 책으로 한국어를 배우고 있어서 그런지 한국어 회화에는 전혀 문제가 없었어요.
この本で韓国語を学んでいたからか、韓国語会話には全く問題ありませんでした。

하거든요(-거든요) ～しますから、　～するもんですから「根拠の敷衍、前提」

まず先に事柄を述べて、後でその事柄の根拠を付け加える。
-거든요は거든뇨と発音す。

우리 동네는 참 살기가 편해. 슈퍼하고 전철역이 가깝거든.
うちの近所は本当に暮らしやすいな。スーパーや電車の駅が近いもんだからさ。

거기에는 못 갔어요.시간이 없었거든요. そこには行けなかったんですよ。
時間が無かったもんですから。

어젠 정말 다행이었어.우리 형이 가줬거든. きのうはほんとに良かったよ。
うちの兄貴が行ってくれたからね。

저,어제 고등학교 때 친구를 만났거든요. 그래서・・・・
あの、昨日、高校の時の友達に会ったんですけどね。それで・・・・

하러 (-러) ～しに　「目的」

같이 영화 보러 안 갈래? 一緒に映画身に行かない。

선생님도 같이 점심 드시러 가시겠어요? 先生もご一緒にお昼いかがですか。

-느라  (고) ～（する）ため、　～（する）　のに
原因や理由を表す。前の節がなされる過程で生じる時間と努力が、
後ろの説の行為や状態に影響を与えることを表す。

숙제 좀 하고 오느라고 늦었어요. ちょっと宿題をやってから来たため遅れました。

밀 공부를 하느라고 못 쉬었어요. たまっていた勉強をするため休めませんでした。

主語の人がその行為を精いっぱいしたが、効果がなかったことを表す。
나는  지금까지 참느라고 참았어요.私は今まで精いっぱい我慢しました。

참다：我慢する
사고가 안 나도록 조심하느라고 했어요. 그래도 사고가 났어요.
事故が起こらないように最新の注意をしました。それでも事故が起こったんです。

나다：出る、生じる

-기에 ~ので、　~だから
原因・条件・理由を表す。話し言葉では-길래を使う。

예쁘기에 남의 눈을 끈다. きれいだから人目を引く。



클 것 같기에 줄였다. 大きそうなので縮める。
이 족발은 흔자 먹기엔 너무 많아요.この豚足は一人で食べるには多すぎます。
걷기에 좀 먼 거리입니다. 歩くにはちょっと遠すぎる距離です。

멀다：遠い

사다 사니까 사서
오다 오니까 와서
그리다 그리니까 그려서

　　　　　＊ 쓰다 쓰니까 써서
　 말하다 말하니까 말해서
　　　　　＊ 부르다 부르니까 불러서

앉다 앉으니까 앉아서
　　　　　＊ 듣다 들으니까 들어서
　　　　　＊ 살다 사니까 살아서
　　　　　＊ 돕다 도우니까 도와서
　　　　　＊ 춥다 추우니까 추워서

아니다 아니니까 아니어서 /아니라서

推量・推測           1 -ㄹ(을)지（도） 모른다    ～かもしれない

입다     입을지도 모른다
자다      잘지도 모른다
보다      볼지도 모른다
오후부터 눈이 올지도 모르겠습니다. 午後から雪が降るかもわかりません。

         2 -(으)ㄹ 거다 ～するでしょう
 
주말에 무엇을 할 겁니까? -친구를 만날 겁니다.
오늘 오후에는 도서관에서 책을 읽을 겁니다.
왕신 씨 언제 결혼할 거예요?- 취직한 후에 결혼할 겁니다.
언제까지 한국에 있을 거예요?-내년까지 한국에서 살 거예요.
토요일에 뭐 해요?
- 토요일에 친구가 이사를 해요. 그래서 친구를 도울 거예요.　　　돕다→도울

         3 -ㄹ(을) 것이다 ～のはずだ、～だろう、　～と思う

비가 내릴것이다. 雨が降るだろう。

지금쯤 벚꽃이 만발해 있을 것이다. 今頃は桜が満開だろう。

         4 -는 듯하다 ～のようだ、らしい

살아 있는 그생물을 본 사람은 하나도 없는 듯하다.
生きているその生物を見た人は一人もいないらしい。

         5 -는 모양이다 ～ようだ みたいだ

그는 이 일을 포기하지 않은 모양이다. 彼はこの仕事をあきらめないようだ。

오늘 책을 다 읽은 모양이에요. (誰かが)今日、本を読み終わるようだ。

오늘 책을 다 읽은 것 같아요. (私は)今日、本を読み終わりそうだ。

         6 -는가 보다 ～ようだ

친구는 몸이 안 좋은가 보다. 友達は身体の調子が悪いようだ。

걔도 같이 오고 싶었나 봐. あの子も一緒に来たかったみたい。

          7 -겠- ～するだろう、～する、



主に３人称が主語として用いられる。
「-(으)ㄹ 거다」より強い推測を表す。
過去形は　「-았/었겠-」

　　　　　① 婉曲を表す

약속이 있으니까 먼저 실례겠습니다.
約束が有るのでお先に失礼いたします。

선생님이 오실 때까지 여기서 기다리고 있겠습니다.
先生がいらっしゃるまで、ここで待たせていただきます。

알겠습니다. かしこまりました。
처음 뵙겠습니다. 初めまして。

잘 모르겠는데요. ちょっとわかりませんが。

　　　　　② 推量を表す
오후에는 비가 오겠어요. 午後には雨が降るでしょう。
이 수박 맛이 있겠어요. このスイカはおいしそうです。

내일은 날씨가 개겠죠. 明日は晴れるでしょう。

　　　　　③ 可能を表す
이 정도라면 저도 하겠어요. この程度なら私にもできますよ。

가벼우닌까 아이라도 들겠어요. 軽いから子供でも持てますよ。

（例文）
아마 아무도 없겠지요. たぶん誰もいないでしょう。

오늘의 날씨입니다. 오후에는 눈이 오고 바람이 많이 불겠습니다.
길이 많이 막혀요. 지금 나가지 않으면 약속 시간에 늦겠어요.
빨리 출발합시다. 내 방에는 창문이 많아요.-겨울에는 춥겠어요.
어제 손을 다쳤어요.- 많이 아팠겠어요.
영화가 11시에 시작하는데 지금 11시 10분이에요.
영화가 시작됐겠어요. - 그럼 다음 영화를 볼까요?
고생 많이 하셨겠습니다. 随分苦労なさったことでしょうね。

빌린 책은 이미 돌려주었겠어요. 借りた本はもう返したでしょう。
막히다ふさがる 나가다出かける

늦다遅れる 손手 다치다痛める　아프다痛い

婉曲表現
エン 가애요 本来は「같아요」だが、会話ではよく「같애요」と発音する。

　　　　　　
　　　　　　①～ㄹ 것 같애요 （未来形）

내일 비가 올 것 같애요. 明日は雨が降るようです。

이런 표현도 있을 것 같애요. こんな表現もあるように思います。

이 옷이 좀 클 것 같애요. この服少し大きいみたいです。

　　　　　　②～는 것 같애요. （現在形）

지금 비가 오는 것 같애요. 今雨が降っているようです。

달팽이를 먹는 것 같애요. かたつむりを食べているようです。

이런 표현도 있는  것 같애요. こんな表現もあると思います。

　　　　　　③～ㄴ/은 것 같애요. （動詞は過去形、形容詞は現在形）

비가 온 것 같애요. 雨が降ったようです。

누가 사과를 먹은 것 같애요. 誰かが林檎を食べたみたいです。

이 옷이 좀 작은 것 같애요. この服、小さいみたいです。



　　　　　　④～「았/었」던 것같애요（回想）

비가 왔던 것 같애요. 雨が降っていたようです。

옛날에는 밤을 자주 먹었던 것 같애요. 昔は栗をよく食べていたようです。

이런 일이 한 번 있었던 것 같애요. こんなことが一度あったようです。

젊었을 때는 예뻤던 것 같애요. 若い頃はきれいだったようです。

　　　　　　⑤하는데요 （는데요） ～しますが「動詞、存在詞の婉曲形」

（ㄴ데요） ～ですが「形容詞、指定詞の婉曲形」

「～します」と言い切るのではなく、「～しますが」「～しますけど」のようにやや余韻を残して
婉曲にいう形。
「～しますね」と、軽い感嘆や驚きなどを込めて言う時。
「するのでしょうか」のように柔らかい疑問の意味の時。
ㄹ語幹に付くときは、ㄹが落ちた形に付く。
는데요は겠,ㅆの後ろでは、それらの前の品詞を問わず、는데요が付く。

이 쇼핑백은 좀 작은데요, 옷이 안 들어가네요.この紙袋はちょっと小さいですが、
服が入りませんね。

어,새로 온 과장, 사람이 괜찮은데요. お、新しく来た課長、なかなかの人物ですね。

저 분은 학생이 아닌데요. あの方は学生ではありませんが。

저희 집은 여기서 먼데요. うちはここから遠いですが。

멀다：遠い
오늘은 좀 긴장되는 데요. 今日は少し緊張しますね。

이 일은 시간이 좀 걸리겠는데요. この仕事はちょっと時間がかかりそうですね。

무슨 얘기를 들으셨는데요? どういう話をお聞きになったんでしょう。?

여기보다 어제 그 가게가 휠씬 좋았는데요. ここより昨日のあの店がずっと良かったですけど。

훨씬：ずっと（程度、距離などが）
저는 이 근처에 사는데요. 私はこの近くに住んでいるんですが。

-가/-이 아떻게 되는가? ～は何ですか　「婉曲な疑問」
下称の疑問形。
これを됩니까, 되세요などのように活用させて用いる。

몇 학번이세요?/학번이 어떻게 되세요? 何年度入学でいらっしゃいますか。

이름이 뭐에요?/성함이 어떻게 되십니까? お名前は何とおっしゃいますか。

어디에 사세요?/주소가 어떻게 되세요? 住所を教えていただけますか。

어떤 사이세요?/관계가 어 되십니까? どのようなご関係でいらっしゃいますか。

무슨 일을 하고 계세요?/ 직업이 어떻게 되십니까?
ご職業は何でいらっしゃいますか。

희망 希望 -고 　싶다 (고 싶습니다) ～したい
一人称主語の希望を表す。
希望 　-고 싶다

피곤합니다.쉬고 싶습니다.
한국 음막을 좋아합니다.한국 음악을 듣고 싶습니다.
저는 수연 씨를 사랑합니다. 수연 씨와 결혼하고 싶습니다.
나중에 한국 회사에 취직하고 싶습니다.
무엇을 하고 싶습니까?
ㅡ 날씨가 덥습니다. 수영장에 가고 싶습니다.

김치찌개를 먹고 싶어요. キムチチゲが食べたいです。

서울로 유학을 가고 싶어요. ソウルに留学に行きたいです。

오늘은 집에서 쉬고 싶다. 今日は家で休みたい。



否定
「안」と  「않다」否定
「못」と 「 못하다」否定
「아니다」否定 名詞文の否定形

「말다」否定 などがの言い方が有る。

     １． 「안」否定

　　　　（1） 안 +用言　（動詞、形容詞の否定） ・・・・・「안」が用言の前に来てその用言を否定する。
　　　　主に話し言葉で使われる。

가다 行く 안 가다 行かない 안 가요 行きません。

웃다 笑う 안 웃다 笑わない 안 웃어요 笑いません

높다 高い 안 높다 高くない 안 높아요 高くないです

짧다 短い 안 짧다 短くない 안 짧아요 短くないです

（例文） 토요일에 학교에 갑니까?
ㅡ아니요, 토요일에는 안 갑니다. 수업이 없습니다.
운동을 좋아합니까?
ㅡ 아니요, 운동을 안 좋아합니다.
서점에서 전자사전을  팔니까?
ㅡ아니요, 서점에서는 안 팔니다.
케빈 씨, 방이 큽니까?
ㅡ아니요,방이 안 큽니다.작습니다.
요즘 중국어를 공부합니까?
ㅡ 아니요,중국어를 공부 안 합니다.
한국어를 공부합니다.

오늘은 학교에 안 가요. 今日は学校に行きません。

아침에 밥을 안 먹었다. 朝ご飯を食べなかった。

아침을  안 먹었어요. 朝ご飯を食べませんでした。

아무도 안 웃는다. 誰も笑わない。

남산은 안 높아요. 南山は高くありません。

이 치마는 안 짧아요. このスカートは短くありません。

날씨가 안 좋다. 天気が良くない。

어제  복습안했어요. 昨日復習しませんでした。

오늘은  학교에 안가요. 今日は学校へ行きません。

운동을 안 좋아합니다. 運動は好きではありません。

서점에서는 안 팝니다. 書店では売っていません。

방이 안 큽니다. 部屋は大きくありません。

중국어를 공부 안 합니다. 中国語は勉強していません。

　　　　（2） 名詞　（을/를）＋ 안 + 하다 　・・・・名詞に「하다」が付いてできた動詞は名詞と「하다」
　　　　の間に「안」を入れる。
　　　　名詞には「을/를,도,은/는」などを付けた方が自然。

공부하다 勉強する 공부（를） 안 하다 勉強をしない。

운동하다 運動する 운동 （을） 안 하다 運動をしない。

노래하다 歌を歌う 노래 （를） 안 하다 歌を歌わない。

일하다 仕事をする 일（을） 안　하다 仕事をしない。

아이가 공부를 안 하다. 子供が勉強をしない。

아이가 요즘 숙제도 안 하다. 子供がこの頃宿題もしない。

운동은 안 하지만 산보는 한다. 運動はしないが、散歩はする。

전혀 일을 안 해요. まったく仕事をしません。

오늘은 노래를 안 했다. 今日は歌を歌わなかった。



요즘 연습을 안 하는 것 같다. 最近練習をしていないようだ。

　　　　（3） 用言　＋ 지 않다 ・・・・主体の意志的な否定や単純な否定に使われる。

　　　形容詞や音節が長い動詞に「안」より使うことが多い。
  　　「안」は合成語や派生語の前では使えない場合がある。

안 否定 短形否定 とも言う。

-지 않다否定 長形否定

가다 行く 가지 않다 行かない 가지 않아요 行きません

웃다 笑う 웃지 않다 笑わない 웃지 않아요 笑いません

높다 高い 높지 않다 高くない 높지 않아요 高くないです。

짧다 短い 짧지 않다 短くない 짧지 않아요 短くないです。

오늘은 학교에 가지 않아요. 今日は学校に行きません。

아침에 밥을 먹지 않았다. 朝ご飯を食べなかった。

아무도 웃지 않는다. 誰も笑わない。

남산은 높지 않아요. 南山は高くありません。

이 치마는 짧지 않아요. このスカートは短くありません。

（例文） 유스케 씨, 지금 바빠요?
- 아니요, 바빠지 않아요.
피에르 씨는 한국 친구가 많습니까?
-아니요, 많지 않습니다.한국 친구를 많이 사귀고 싶습니다.
지낭 목요일에 학국어 수업에 갔어요? 사귀다交際する

-아니요,목요일에는 학교에 가지 않았어요.
목요일에는 집에 있었어요.
오늘 회의에 진우 씨도 옵니까?
-아니요,진우 씨는 오지 않을 겁니다.
진우 씨는 출장을 갔습니다.

　　　＊ １．「안」否定の制約
イ.　派生語や合成語の前では使われない場合が多い。

운동+하다 안 운동했다とは言わない。
운동을 하지 않았다.
운동을 안 했다.

자랑+스럽다 안 자랑스럽다.とは言わない。
자랑스럽지 않다.

ロ.　一部の派生語、合成語には使われるものもある。

들어 가다 집에 안 들어갔다. 家に入らなかった。

들+리+다 소리가 잘 안 들린다. 音がよく聞こえない。

２．「-지 않다」否定の時制

時制を表す「-았, -었, -였, -겠」などは否定表現「-지 않다」に結合させて使う。

오늘은 덥지 않았다. 今日は暑くなかった。

내일은 춥지 않겠다. 明日は寒くないだろう。

     ２． 「못」　否定
術語が動詞の場合　術語の前に副詞の「못」を入れるか
術語の後に「-지 않다」をつけて否定を表す。
話し手の意志ではなく、能力が足りないか、又は薤的な理由



原因で「ある行為ができない」ことを表す。

　　　　（1） 못 + 動詞 形容詞や状態を表す動詞には使えない。

가다 行く 못 가다 行けない 못 가요 行けません

먹다 食べる 못 가다 食べられない 못 먹어요 食べられません。

사다 買う 못 사다 買えない 못 사요 買えません。

타다 乗る 못타다 乗れない 못 타요 乗れません。

　 名詞（을/를）＋ 못 하다

　　　　（２） 名詞に「못」が付いてできた動詞・・・・・・名詞と「하다」の間に「못」を入れる。
    名詞に助詞の「을/를, 도, 은/는」などを付けた方が
　　自然である。
못 공부하다　とは言わない。

공부하다 勉強する 공부（를） 못 하다 勉強ができない。

운동하다 運動する 운동（을） 못 하다 運動ができない。

손님이 와서 공부를 못 했다. お客さんが来て勉強ができなかった。

요즘 바빠서 운동을 못 한다. この頃忙しくて運動ができない。

시간이 없어서 여행을 못 했다. 時間がなくて旅行ができなかった。

도서관에서는 전화를 못 한다. 図書館では電話ができない。

＊　「못」と「하다」が一つの合成語（能力がない、劣る、及ばない）として使われる場合は、
      1つの単語として分かち書きしない。

　　　　（3） 動詞　＋ 지 못하다
「못」と同じく能力が足りないか、外的な理由、原因で
ある行為ができないことを表す。
合成語や派生語の前では使えないことがある。

가다 行く 가지 못하다 行けない

먹다 食べる 먹지 못하다 食べられない

타다 乗る 타지 못하다 乗れない

읽다 読む 읽지 못하다 読めない

감기가 들어서 학교에 가지 못했다. 風邪をひいて学校に行けなかった。

바빠서 점심을 먹지 못했다. 忙しくて昼食がたべられなかった。

부끄럽지만 자전거를 타지 못한다. 恥ずかしいが、自転車に乗れない。

아직 한자를 잘 읽기 못한다. まだ漢字がうまく読めない。

     ＊　　 「못」否定の制約 ・・・・派生語や合成語の前では「못」が使われない
　　　場合が多い。

운동 + 하다 못 운동해요. 言わない。

운동을 못했다.
운동을  하지 못했다. 運動ができなかった。

一部のものでは使われるものがある。

들어 + 가다 집에 못 들어갔다. 家に入れなかった。

전+ 하다 못 전했다. 伝えられなかった。

      ３． 「아니다」否定

「名詞＋이다」（主に主語の属性を表す） の否定

名詞＋가（母音） 가 아니다



　　　＋이（子音） 이 아니다

친구+이다 友達だ 친구+가 아니다 友達ではない。

사과+이다 リンゴだ 사과+가 아니다 リンゴではない。

안경+입니다 眼鏡だ 안경+이 아닙니다 眼鏡ではありません。

병원+이에요 病院だ 병원+이 아니에요. 病院ではありません。

저 건물은 도서관이 아니다. あの建物は図書館ではない。

이것은 내 가방이 아닙니다. これは私のカバンではありません。

저기는 병원이 아니에요. あそこは病院ではありません。

이것은 사과가 아니고 배에요. これはリンゴではなく、梨です。

     ４． 「말다」否定

動詞の語幹に「-지 말다」を付ける。
命令文と勧誘文に使われる。

　　　　（1）　　命令形 中止、制止、禁止を命令する。

動詞の語幹　　＋ 지 마십시오/마세요 ～しないでください。
動詞の語幹　　＋ 지 마/마라 ～しないでくれ、～するな

잔디밭에 들어가지 마십시요. 芝生に入らないでください。

놀리지 마세요. からかわないでください。

문을닫지 마/마라. ドアを閉めないでください。

움직이지 마/마라. 動くな。

         ＊ 「말다」は命令形語尾「-아,-아라」と結合すると、パッチム　が脱落して「마,마라」になる。

　　　　（2） 勧誘形の場合 中止、制止、禁止を勧誘する意を表す。

잔디밭에 들어가지 맙시다. 芝生に入らないようにしましょう。

그녀를 놀리지 맙시다. 彼女をからかわないようにしましょう。

내일부터는 지각하지 말자. 明日からは遅刻しないようにしよう。

오늘은 축구를 하지 말자. 今日はサッカーは止めよう。

　　　　（3） 「-지 말고」形 命令、勧誘、依頼を伴って禁止の意を表す。

動詞の語幹　＋　지 말고 ～しないで、～せずに

남기지 말고 다 먹어라. 残さないで全部食べなさい。

공부만 하지 말고 운동도 해라. 勉強ばかりしないで運動もしなさい。

　　　参照 ①　「있다」の否定 　　・・・・・ 「있다」の否定形は「없다」である。
「안」否定や「-지않다」否定は使えない。

돈이 안 있다.　　だめ。 돈이 있지 않다.  だめ。
돈이 없다. お金がない。

기억이 없는데요. 覚えていません。

집에는 아무도 없다. 家には誰もいない。

아직 아이가 없다. まだ子供がいない。

아무 연락도 없어요. 何の連絡もありません。

돈이 없어서 못 샀어요. お金がなくて買えませんでした。

②　「있다」が所在を表す場合は、「-지 않다」否定が使える。

민수 씨 회사는 명동에 있어요? ミンスさんの会社は明洞にありますか？



---아뇨, 명동에 있지 않아요. いいえ、明洞にありません。

서울역 앞에 있어요. ソウル駅の前に有ります。

③　「있다」の尊敬語「계시다」は、「안」否定か「-지 않다」否定を使う。

선생님은 교실에 안 계신다. 先生は教室にいらっしゃらない。

집에 계시지 않을 때는　・・・・ 家にいらっしゃらないときは・・・・・

④　「알다」の否定 否定形は「모리다」である。
「안」否定や「-지 않다」は使えない。

그 사람은 모르는 사람이다. その人は知らない人だ。

그 아이 이름을 모른다. その子の名前を知らない。

⑤　否定疑問文に対する対応 ・・・・日本文と同じ
　　　肯定の応答 「네」
　　　否定の応答 「아뇨」

숙제를 안 했어요? 宿題はやっていませんか？

         아뇨,했어요.           いいえ、やりました。

민수는 학교에 안 왔어요? ミンスは学校に来てませんか？

         네,아직안 왔어요.           ハイ、まだ来ていません。

受身・使役
韓国語文法では 受身・・・・ 被動 受身の動詞・・・・被動詞 （受身形）

使役・・・・ 使動 使役の動詞・・・・使動詞

韓国語には一定の規則を持つ受身と使役の
助動詞はない。

　　　　　＊ 受身形か自動詞の区別は曖昧な場合が有る。
쥐를먹다.　（ネズミを食う）　→ 쥐가 먹히다. （ネズミが食われる）　（受身）
전화를 걷다. （電話をかける）　→　전화가 걸리다. （電話がかかる）（自動詞）

　　　　　＊ 派生した形が受身か自動詞か明確でないものもある。
선수들을 2팀으로 갈랐다. 選手を２チームに分けた。 （他動詞）

선수들이 2팀으로 갈렸다. 選手がⅱチームに分かれた。（自動詞）

선수들이  (감독에 의해) 2팀으로걸렸다.
選手が（監督によって）２チームに分けられた。　（受身）

　　　　　＊ 迷惑の受身は韓国語では受身文で表現しないことが多い。
私は弟に日記を読まれた。동생이 내 일기를 읽었다. （弟が私の日記を読んだ。）
犯人に逃げられた。 범인이 도망가 버렸다. （犯人が逃げてしまった。）

　　     （１） 受身 （～れる、られる）
二通りの方法がある。

動詞の語幹に「-이-,-히-,-리-,-기-」が付いた派生動詞の場合。
「-어지다」など補助動詞を付ける場合。

　　　　　① 受身の動詞 受身の派生動詞は別個の単語として覚えること。
辞書にも一つの動詞として登録されている。

            ⅰ 接尾語「-이-,-히-,-리-,-기-」が付いてできた派生動詞

-이- （語幹末音がㄲ,ㅍ,ㅎ,母音の場合）
놓이다 置かれる 쓰이다 使われる 나뉘다 分かれる

꺾이다 折られる 덮이다 覆われる 쌓이다 積まれる



싸이다 包まれる 보이다 見える

-히- （語幹末音がㄱ,ㄵ,ㄷ,ㄺ,ㄼ,ㅂ,ㅈ)
먹히다 食べられる 밟히다 踏まれる 잡히다 握られる

얹히다 置かれる 묻히다 埋められる 읽히다 読まれる

뽑히다 選ばれる 잊히다 忘れられる 읽히다 読まれる

-리- （語幹末音がㄹ,ㅀ,ㄷ(ㄷ変）、르)
물리다 噛まれる 빨리다 吸われる 밀리다 押される

불리다 呼ばれる 실리다 載せられる 뚫리다 穴をあけられる

팔리다 売られる

-기- （語幹末音がㄴ,ㄶ,ㅁ,ㅅ,ㅈ,ㅊ)
감기다 巻かれる 안기다 抱かれる 빼앗기다 奪われる

찢기다 裂かれる 끊기다 絶たれる 쫓기다 追われる

쫓기다 追われる

칠판에 쓰인 글씨가 안 보인다. 黒板に書かれた字が見えない。

전철 안에서 남자에게 발을 밟혔다. 電車の中で男に足を踏まれた。

강아지에게 엉덩 이를 물렸다. 子犬に尻を噛まれた。

아이는 엄마에게 안겨서 잠이 들었다. 子供は母に抱かれて寝入った。

　　　　　ⅱ 「하다」が付いて動詞になれる名詞の一部は接尾語「-되다,-받다,-당하다」を
を付けて受身の意の動詞にできるもの。

-되다 결정+되다 決定される 발표+되다 発表される

사용+되다 使用される 증명+되다 証明される

-받다 사랑+받다 愛される 교육+받다 教育される

강요+받다 強要される 훈련+받다 訓練される

-당하다 무시+당하다無視される 거절+당하다 拒絶される

해고+당하다解雇される 이용+당하다 利用される

신문에 당선자가발표되었다. 新聞に当選者が発表された。

오랫동안 사랑받아왔다. 長い間愛されてきた。

부탁을 거절당했다. 依頼を断られた。

　　　　　ⅲ 「-어지다」形の受身

接尾語によるもの以外の補助動詞「－어/아/여지다」による受身がある。
動詞の語幹に「」を付け受身の意を表す。
他動詞でも自動詞でも可能である。（接尾語による受身は他動詞のみ）

イ．最終音節に母音「ㅏ ㅗ」が含まれている語幹＋　아지다

가다 行く ＋아지다 가지다 行かれる

파다 掘る 파지다 掘られる

오다 来る 와지다 来られる

볶다 炒める 볶아지다 炒められる

ロ．最終音節に「ㅏ,ㅗ」以外の母音が含まれている語幹＋어지다

만들다 作る +어지다 만들어지다 作られる

주다 与える 주어지다 与えられる

맞추다 合わせる 맞춰지다 合わせられる

쓰다 書く 써지다 書かれる

알리다 知らせる 알려지다 知られる



밝히다 明かす 밝혀지다 明かされる

깨다 割る 깨어지다 割られる

지우다 消す 지워지다 消される

ハ．「하다」が含まれている語幹「하」+ -여지다

향 하다 +여지다 향해지다 向かわれる

대하다 대해지다 対応される

땅이 얼어서 잘 파지지 않는다. 土が凍って思うように掘れない。

불이 약해서 잘 볶아지지 않네요. 非が弱くてうまく炒められませんね。

교통 규칙이 새도 만들어졌다. 交通規則は新たに作られた。

기회가 좀처럼 주어지지 않았다. 機会がなかなか与えられなかった。

집으도 발길이 향해지지 않았다. 家に足が向かなかった。

　　　　＊ (ａ) 形容詞の語幹＋-어/아/여지다・・・・・・受身ではなく状態の変化を表す。

ⅰ.  最終音節に母音「ㅏ,ㅗ」が含まれている語幹　+　아지다

짧다 短い +아지다 짧아지다 短くなる

밝다 明るい 밝아지다 明るくなる

좋다 よい 좋아지다 よくなる

높다 高い 높아지다 高くなる

짜다 塩辛い 짜지다 塩辛くなる

ⅱ．  最終音節に「ㅏ,ㅗ」以外の母音が含まれている語幹　＋　　어지다

멀다 遠い ＋어지다 멀어지다 遠くなる

길다 長い 길어지다 長くなる

어둡다 暗い 어두우+어지다 어두워지다 暗くなる

덥다 暑い 더우+어지다 더워지다 暑くなる

가늘다 細かい 가늘+어지다 가늘어지다 細くなる

ⅲ.  「하다」が含まれている語幹「하」　＋　여지다

따뜻하다 暖かい +여지다 따뜻해지다 暖かくなる

혼잡하다 混雑する 혼잡해지다 混雑してくる

유명하다 有名だ 유명해지다 有名になる

서울은 날씨가 꽤 쌀쌀해졌다. ソウルはかなり肌寒くなってきた。

그 이야기를 듣고 더욱 슬퍼졌다. その話を聞いてさらに悲しくなった。

날씨가 점점 더워진다. だんだん暑くなる。

어느새 유명해졌다. いつの間にか有名になった。

해가 점점 짧아지고 있어요. 日がだんだん短くなっています。

　　　　＊ (ｂ) 接尾語「-이-,-히-,-리-,-기-」が付いてできた受身の動詞の一部は
「-어/아/여지다」と結合して二重の受身となることが多い。

쓰이다 使われる 쓰여지다 使われる

읽히다 読まれる 읽혀지다 読まれる

불리다 歌われる 불려지다 歌われる

나뉘다 分かれる 나뉘어지다 分かれる

영어는 세계적으도 널리 쓰여진다. 英語は世界的に広く使われている。

그 책은 많은 사람들에게 읽혀졌다. その本は多くの人たちに読まれた。

아이들 사이에 널리 불려지고 있다. 子供の間で広く歌われている。



イ.  動詞の語幹に結合すると受身を表す。

회사가 결국 문을 닫게 되었다. 会社が結局廃業することになった。

드디어 유학을 가게 되었다. とうとう留学に行くことになった。

ロ.  形容詞に結合すると変化の意を表す。

맥주 한 잔에 얼굴이 빨갛게 되었다. ビール一杯で顔が赤くなった。

들과 산이 눈으도 하얗게 되었다. 野原と山が雪で白くなった。

ハ.  「-어지다」は状態の変化の過程を表す。
     副詞「점점（だんだん）、차츰（次第に）とよく結合する。

　　「-게 되다」は変化の結果を表す。

　　　　副詞　「마침내（ついに）、 드디어（とうとう）, 결국（結局）など
　　　　とよく結合して使われる。

점점 주위가 어두워졌다. だんだん周囲が暗くなってきた。

정년이 되어 드디어 한가하게 되었다. 定年になってついに暇になった。

           (2) 使役 （～せる、させる）
二通りある。

・이,히,리,기,우,구,추などの接尾語が付いてでいた派生語を用いる。
・用言の語幹　＋　「-게 하다」のように補助動詞をつける。

　　     　① 使役の動詞　　　（使役の派生動詞）
用言の語根に使役の接尾語「-이-,-히ㅡ,-리-,-기-」などを付ける
一定の規則はない。

이 (語幹末音がㄱ,ㄲ,ㄹ,ㅀ,ㅌ)
줄다 →줄이다 減らす 높다 →높이다 高くする

녹다 →녹이다 溶かす 속다→속이다 だます

먹다→먹이다 食べさせる 닦다→닦이다 磨かせる

끓다→끓이다 沸かす 붙다→붙이다 つける

히 （語幹末音がㄱ,ㄵ,ㄷ,ㄺ,ㅂ)
읽다 →읽히다 読ませる 넓다 →넓히다 広くする

눕다 →눕히다 寝かす 좁다 →좁히다 狭める

익다→익히다 熟させる 앉다→앉히다 座らせる

묻다→묻히다 つける 업다→업히다 負わせる

썩다→썩히다 腐らせる 입다→입히다 着させる

리 （語幹末音がㄹ,ㅀ,르(르変）
돌다 →돌리다 まわす 들다 →들리다 持たせる

울다→울리다 泣かせる 흐르다→흘리다 流す

날다 →날리다 飛ばす 알다 →알리다 知らせる

기 (語幹末音がㄴ,ㅁ,ㄻ,ㅅ,ㅌ)
남다 →남기다 残す 벗다 →벗기다 脱がす

맡다 →맡기다 任せる 굶다 →굶기다 飢えさせる

신다→신기다 履かせる 옮다→옮기다 移す

웃다→웃기다 笑わせる 맡다→맡기다 預ける
（預かる）

우 （語幹末音が母音）



비다 →비우다 空にする 지다 →지우다 負わす

자다 →재우다 寝かす 깨다 →깨우다 起こす

타다→태우다 乗せる 뜨다→띄우다 浮かべる

돋다 →돋우다 上げる

구 （語幹末音がㄷ,ㄹ,ㅅ)
돋다 →돋구다 高める 일다 →일구다 掘り起こす

솟다→솟그다 はねあがらせる

추 （語幹末音がㅈ)
늦다 →늦추다 遅らせる 맞다 →맞추다 合わせる

낮다→낮추다 低くする

눈을 녹여서 물을 끓였다. 雪を溶かしてお湯を沸かした.

바람이 없어서 연을 못 날렸다. 風が無くて凧を飛ばせなかった.

동생은 용돈을 남겨서 저금을 한다. 妹は小遣いを残して貯金をしている.

여러 나라를 돌면서 견문을 넓혔다. いろいろな国を回って見聞を広めた.

*　「하다」が付いて「-하다」動詞のなれる名詞の一部は接尾語「-시키다」を
　　付けて使役の意の動詞にできる.

입원시키다 入院させる 결혼시키다 結婚させる

교육시키다 教育させる 이해시키다 理解させる

화해시키다 和解させる 퇴원시키다 退院させる

　　　　　② 「-게 하다」形の使役

用言の語幹に「-게 하다 (ようにする、させる)」を付ける。
接尾語による使役の動詞は一部のみで可能である。
ほとんどすべての動詞に接続できる。

만나다 会う 만나게 하다 会わせる

보다 見る 보게 하다 見させる

먹다 食べる 먹게 하다 食べさせる

읽다 読む 읽게 하다 読ませる

가다 行く 가게 하다 行かせる

오다 来る 오게 하다 来させる

듣다 聞く 듣게 하다 聞かせる

밝다 明るい 밝게 하다 明るくする

맵다 辛い 맵게 하다 辛くする

여행을 떠나기 전에 지도를 보게했다. 旅行に行く前に地図を見させた。

매일 아침 신문을 읽게 했다. 毎朝新聞を読ませた。

일요일에도 학교에 오게 했다. 日曜日も学校に来させた。

아이에게 매일 일기를 쓰게 했다. 子供に毎日日記を書かせた。

（イ）　接尾語による短形の使役と「-게 하다」によるの長形の使役の違い。

短形は主語が対象に対し直接的な行為をする場合。
長形の使役「-게 하다」・・・・間接的な行為をした。

어머니가 딸에게 치마를 입혔다. 娘にスカートをはかせた。(短形)

어머니가 딸에게 치마를 입게 했다. 娘にスカートをはくようにさせた。（長形)

（ロ）　「-게 하다」は同じ意味の「-도록 하다」と置き換えられる。



학생에게 매일 신문을 읽도록 했다. 学生に毎日新聞を読むようにさせた。

아이에게 매일 일기를 쓰도독 했다. 子供に毎日日記を書くようにさせた。

（ハ）　「-게 하다」似た表現に「-게 만들다」がある。ある状況を強制、助長
    させる意味合いが強い。

매일 신문을 읽게 만들었다. 毎日新聞を読ませた。（強制)

매일 일기들 쓰게 만들었다. 毎日日記を書かせた。（強制)

経験 　　　　（１） -ㄴ/은 적이 있다 ～したことがある

먹다 먹은 적이 있다
쓰다 쓴적이 있다
보다 본적이 있다

저는 서울에 간 적이있습니다. 私はソウルへ行ったことがります。

저는 그 요리를 먹은 적이 있습니다. 私はその料理を食べたことが有ります。

저는 그 영화를 본적이 있습니다. 私はその映画を見たことが有ります。

　　　　（２） -아/어 보다 試みや経験の意味を表す。

動詞の語幹が「ㅏ」や「ㅗ」で終わる場合は「-아 보다」
それ以外は「-어 보다」

　（例文） 질문이 있으면 선생님이나 친구에게 물어 봅니다. 묻다→물어요

이번 주말에는 민속촌에 자볼 겁니다. 尋ねる

한번 먹어 보세요.
그 가수의 새 노래를 들어 봤어요?
-아직 못 들어 봤어요.
이 책을 읽어 봤어요?
한강유람선 타 봤어요?

美しい韓国語より

(1) 이 모자가 아주 예뻐요. 한번 써 보세요. 모자帽子、예쁘다かわいい

(2) 이 운동화가 아주 편합니다. 한번 신어 보세요. 운동화靴，신다履く

(３) 이 차가 최신 모델입니다. 함번 타아 보세요. 최신最新

(4) 이 소파가 아주 편합니다. 한번 앉아 보세요.
(5) 피아노 소리가 참 좋습니다. 함번 쳐보세요.
(6) 마음에 들면 한번 입어 보세요. 마음에 들다気に入る

引用表現
引用文・・・・・・・ 他の人が話した内容、考え、判断などを引用した文

擬声語、擬態語を引用した文

直接引用 元の話し手が言ったことを伝達者が自分の話の状況に合うよう
間接引用・・・・・ 文法的要素を変えて引用する。

　　   　(１) 直接引用

引用符号”　”で囲み引用の助詞「라고,하고]」を付けて直接引用であることを表す。
その後には内容によって

하다 言う

말하다 言う

말씀하다 おっしゃる

묻다 尋ねる

제안하다 提案する

부탁하다 頼む

질문하다 質問する などの伝達動詞が来る。

아나운서가 "내일은 날씨가 흐리겠습니다."라고 말했다. アナウンサーが「明日は曇るでしょう」と言った。



영아가 "빨리 가 보세요." 라고 했다. ヨンアが「早く行ってみてください」と言った。

민수가 놀란 표정으도"무슨 일이 있었어?" 라고 물었다. ミンスが驚いた表情で「何かあったの」と言った。

다나카 씨가"서울도 여행을 갑시다."라고 제안해다.
田中さんが「ソウルに旅行に行きましょう」と提案した。

문을열고 들어가자 가게 주인이"어서 오세요."하고 말했다.
ドアを開けて入って行くと、店の主人が「いらっしゃいませ」と言った。

"일본에 오면 꼭 전화 주십시오."하고 부탁했다.
「日本にいらっしゃったら是非電話ください。」と頼んだ。

닭이 "꼬꼬댁 꼭꼭꼭"하고 울었다. 鶏が「コケッコー」と鳴いた。

무언가 "쿵!"하고 떨어지는 소리가 들렸다. 何かが「どすん！」と落ちる音が聞こえた。

　　    　(２) 間接引用
引用文の性質によって終結語尾を変えて引用する。
引用符号はつけないで、終結語尾の後に引用の助詞「고」を付けて
間接引用であることを表す。
助詞「고」の後に来る伝達動詞は主に「하다」を用いる。

            1. 平叙文の引用
ⅰ．引用文の述語が動詞で終わっている場合。

母音で終わる語幹、 ㄹ語幹　＋　ㄴ 다고 만나다(会う) → 만나+ㄴ 다고 하다
子音で終わる語幹　＋　는다고 읽다(読む) →　읽+는다고 하다

매일 우유를 마십니다.　→　매일 우유를 마신다고 합니다. 毎日牛乳を飲むそうです。

아침에는 밥을 먹습니다. →　아침에는 밥을 먹는다고 합니다. 朝はご飯を食べるそうです。

ⅱ．述語が形容詞で終わっている場合。

　形容詞の語幹　＋　다고

싸다（安い)→　싸 + 다고 한다 덥다（暑い)　→　덥+다고 한다

머리가 아픕니다. →　(민수가) 머리가 아프다고 합니다. （ミンスが）頭が痛いといっています。

서울을 아주 춥습니다. → 서울은 아주 춥다고 합니다. ソウルはとても寒いそうです。

ⅲ．述語が名詞＋「이다,아니다」で終わっている場合。

母音で終わる名詞＋라고 친구 →　친구+라고한다
子音で終わる名詞＋이라고 한다 경울+이라고 한다
名詞＋가/이 아니+라고 기자（記者）→　기자가 아니+라고 한다

아버지는 의사입니다. →　아버지는 의사라고 합니다. お父さんは医者だそうだ。

아들은 중학교 2학년입니다.→　아들은 중학교 2학년이라고 합니다.
息子は中学生だそうだ。

민수;이것은 내 가방이 아닙니다. →　민수는 그것이 자기 가방이 아니라고 합니다.
ミンスはそれが自分のカバンではないと言ってます。

　　     　２． 疑問文の引用
ⅰ．引用文の述語が動詞の疑問形で終わっている場合。

動詞の語幹　＋　느냐고
보다(見る)　→　보+느냐고 입다 （着る）　→　입+느냐고

선생님; 공부 열심히 하니? → 선생님이 공부 열심히 하느냐고 물었다.
先生が勉強を頑張っているかと聞いた。

아침에 뭘 먹어요? →　아침에 뭘 먹느냐고 합니다. 朝は何を食べるかと聞いています。

ⅱ．引用文の述語が形容詞の疑問形で終わっている場合。



母音で終わる語幹、　ㄹ語幹　＋　냐고 크다（大きい）→　크+냐고
子音で終わる語幹　＋　으냐고 작다（小さい）→　작+으냐고

엄마: 배가 많이 아프니? →　엄마가 배가 많이 아프냐고 물었다. 母がお腹がとても痛いのかと聞いた。

어느 가게가 쌉니까? →　어느 가게가 싸냐고 해요. どの店が安いのかと聞いています。

내일은 날씨가 좋아요? →　내일을씨가 좋으냐고 해요. 明日は天気がいいのかと聞いています。

ⅲ．引用文の名詞　＋　「이다」の疑問形で終わっている場合。

母音で終わる名詞＋냐고 오빠（兄）→　오빠+냐고
子音で終わる名詞＋이냐고 형（兄）→　형+이냐고

그 사람이 누구여요? →　그 사람이 누구냐고 합니다. その人は誰なのかと聞いています。

일본사람이에? →　일본 사람이냐고 합니다. 日本人なのかと聞いています。

　　     　３． 勧誘文の引用
動詞の語幹＋자고 만나다（会う）　→　만나+자고

뽑다（選ぶ）→　뽑+자고

내일 같이 점심이나 먹을까요?→　내일 같이 점심을 먹자고 해요.
明日一緒にお昼を食べようと言っています。

주말에 영화 보러 갑시다.→　주말네 영화 보러 가자고 해요.
週末に映画を見に行こうと言っています。

　     　　４． 命令文の引用

母音で終わる語幹、ㄹ語幹＋라고 기다리다（待つ）→ 기다리+라고
子音で終る語幹＋ 으라고 앉다（座る）→　앉 + 으라고

지하철 5호 선을 타고 가세요.→ 지하철 5호 선을 타고 가라고 합니다.
地下鉄５号線に乗って行きなさいと言っています。

여기에 도장을 찍으세요.→　여기에 도장을 찍으라고 합니다.ここにハンコを押せと言っています。

담배를 피우지 마세요.→　담배를 피우지 말라고 합니다.たばこを吸うなと言っています。

＊「말다」・・・・直接命令の場合「-아,-아라」と結合し「마,마라」となる。
・・・関節引用の命令の場合「-라」と結合し「말다」となる。

＊引用の助詞「고」の後には主に「하다（言う）」が来る。
この「하다」は引用文の内容により

「말하다（言う）」
「말씀하다（おっしゃる）」
「묻다（尋ねる）」 などと置き換えれる。

선생님이 숙제라고 말씀하셨다. 先生が宿題だとおっしゃった。

빨리 약을 먹으라고 말했다. 早く薬を飲みなさいと言った。

나에게 취미가 뭐냐고 물었다. 私に趣味は何かと聞いた。

＊間接引用では対者尊敬の語尾はその意味が中和されて別の語尾に統一される。

｛"읽으십시요/읽으세요/읽어요/읽어라/읽어"｝라고 합니다.
読んでください 読みなさい／読め

읽으라고 합니다. 読めと言っています。

｛"보십시요/보세요/봐요/봐라/봐"｝ 라고 합니다.
見てください 見なさい／見ろ

보라고 합니다. 見ろと言っています。

　     　（3） 間接引用表現の縮約 会話体では縮約されて使われることが多い。



　　　   　１． 動詞の語幹　＋ㄴ/는다고 합니다 → 動詞の語幹 ＋ㄴ/는답니다
動詞の語幹　＋ㄴ/는다고 합요    → 動詞の語幹 ＋ㄴ/는대요
비가 온다고 합니다/해요.   →         비가 온답니다/온대요.
책을 읽는다고 합니다/해요.→        　책을 읽는답니다/읽는대요.

　　   　　２． 形容詞の語幹＋다고 합니다/해요.→ 形容詞の語幹＋답니다
形容詞の語幹＋싸다고 합니다/해요.→ 形容詞の語幹＋대요.
춥다고 합니다/해요.　　→ 춥답니다/춥대요. 寒いそうです。

싸다고 합니다/해요. 　 → 싸답니다/싸대요. 安いそうです。

　　     　３． 名詞＋(이)라고 합니다　→　名詞＋(이)랍니다
名詞＋（이）라고 해요    　→　名詞＋（이)대요
친구라고 합니다/해요. →　친구랍니다/친구래요. 友達だそうです。

형이라고 합니다/해요.→　　형이랍니다/형이래요. お兄さんだそうです。

　     　　４． 動詞の語幹＋느냐고 합니다 動詞の語幹＋느냡니다
動詞の語幹＋느냐고 해요 動詞の語幹＋느냬요
언제 오느냐고 합니다/해요.→　언제 오느냡니다/오느냬요.いつ来るかと聞いています。

뭘 먹느냐고 합니다/해요.→　뭘 먹느냡니다/뭘 먹느냬요.何を食べているかと聞いています。

　    　　５． 形容詞の語幹＋(으)냐고 합니다 形容詞の語幹＋(으)냡니다
形容詞の語幹＋(으)냐고 해요 形容詞の語幹＋(으)냬요
뭐가빠리냐고 합니다/해요. →　뭐가 빠리냡니다/뭐가 빠리냬요. どれが速いかと聞いています。

날씨가 좋으냐고 합니다/해요.→　날씨가 좋으냡니다/좋으냬요. 天気はいいのかと聞いています。

　　    　６．　　名詞＋ (이)냐고 합니다 名詞＋ (이)냡니다
名詞＋ (이)냐고 해요 名詞＋ (이)냬요
가수냐고 합니다/해요 →가수냡니다/가수냬요. 歌手なのかと聞いています。

여기가 극장이냐고 합니다/해요.→　극장이냡니다/극장이냬요. ここは映画館なのかと聞いています。

動詞の語幹＋(으)라고 해요 動詞の語幹＋(으)래요
빨리 오라고 합니다/해요. →　빨리 오랍니다/빨리 오래요. 早く来いと言っています。

신발을벗으라고 합니다/해요.   →　　신발을 벗으랍니다/벗으래요. 靴を脱げと言っています。

仮定・条件

　　　　　１ 　ㄴ 다면 引用形＋하면の縮約形（-고 하-を取り除いた形)　(連結語尾である。)
～としたら、　～なら ～というのなら

       면と다며の違いは、日本語の「~たら」と「~なら」の違いに少し似ている。
　　다면 は仮定のニアンスが強い。

민수가 가면 난 안갈 거야 . ミンスが行ったら僕はいかないよ。

민수가  간다면 난 안 갈 거야. ミンスが行くなら僕はいかないよ。

    　◎

편리하+다면便利なら 먹+었+다면食べたなら

맵+다면 辛いなら 가+겠+다면行くのなら
　　　　
　　　◎

공부하 +ㄴ다면 勉強するなら 만드+ㄴ다면 作るなら

그리+ㄴ다면 描くなら 하+시+ㄴ다면 なさるなら

      ◎ 子音で終わる動詞の語幹＋는다면

形容詞の語幹、語尾「-았/었-,-겠-」＋  다면

母音で終わる動詞の語幹、「ㄹ」語幹、語尾「-(으)시-」　＋　ㄴ다면



읽+는다면 読むなら 먹+는다면 食べるなら

　　ⅰ．
너처럼 건강하다면 좋겠다. 君のように健康でありたい。

돈만 많다면 해 보고 싶다. 金さえあればやってみたい。

비만 그친다면 곧 가겠다. 雨さえ止んだらすぐ行く。

그걸 보았다면  기 절했을 것이다.それを見たならば気絶しただろう。
그렇게 하겠다면 마음대로 해라. そうしたいなら勝手にしなさい。

＊同じ形容詞が繰り返し使われ譲歩してそうだとする意を表す。
멀다면 먼  곳이다. 遠いと言えば遠いところだ。

가깝다면 가까운 친척이다. 近いと言えば近い親戚だ。

행복하다면 행복한 생활이다. 幸せといえば幸せな生活だ。

당연하다면 당연한 결과. 当然と言えばと当然な結果。

     ⅱ. 「-다고 하면,-ㄴ/는다고 하면」の縮約形も「-다면,-ㄴ/는다면」

가겠다면 같이 가자. 行くなら一緒に行こう。

안 먹는다면 어떻게 하지? 食べないと言ったらどうしよう。

지금 온다면 마중하러 갈게. 今来るなら迎えに行く。

　　　　　２ 려면 語幹＋(으)려면

           ① ～なら、～したいなら
려면 は려고 하면（~しようとするなら）の省略形

맛있는 고기를 사려면 저 가게에 가세요.
 美味しい肉を買うならあの店に行ってください。
싼 옷을 사려면 어디가 좋아요?

安い服を買うならどこが良いですか。

　　　　　② ～するまでには、　～するためには

이 책을 다 읽으려면 며칠 걸리게습니까?
この本を読み通すには何日かかりそうですか。

시험 결과가 좋으려면 건강에도 조심해야  돼요.
良い試験の結果を出すには健康にも気を付けなくてはいけません。

　　　◎ 母音で終わる動詞の語幹、「ㄹ」語幹、語尾「-(으)시-」＋려면
이기+려면 勝には 만들+려면 作るには

익숙해지 +려면 慣れるには 쓰시+려면 お書きになるには

　　　◎ 子音で終わる動詞の語幹＋ 으려면
먹+으려면 食べるには 찾+으려면 探そうとすれば

잡+으려면 捕まえるには 잊+으려면 忘れようとすれば

　　　ⅰ．意図があることを仮定する意を表す。
아버지를 만나시려면 내일 오전 중에 오세요.

父にお会いしたいなら明日の午前中に来てください。
급행을 타려면 여기서 기다리세요。

急行に乗るならここで待っていてください
유학을 가려면 공부를 열심히 해야 한다.

　　　ⅱ．これから起こりそうなことを仮定する意を表す。
배가 떠나려면 한 시간쯤 더 기다려야 한다.

船が出港するまでもう一時間ぐらい待たなければならない。

仮定条件を表す。

で使われる。



서울에 도착하려면 세 시간쯤 걸린다.
ソウルに到着するまで３時間ぐらいかかる。

　　　　　３ ㄹ 테면 未来連体形＋테면 ～つもりなら、～したいなら

　後件には、相手を挑発したり脅したりする内容がよく来る。

잡을 테면 잡아 봐. (捕まえられるものなら捕まえてみな）

네가 여행을 갈테면 나도 같이 가겠다.
君が旅行に行くつもりなら僕も一緒に行こう。

           ４ 같으면 体言＋같으면 (～でなく)～なら、～だったら

다른 때 같으면 친구를 도와주었을 텐데.
いつもなら友達を手伝ってあげたのに。

　　　　　＊ ㄹ 것 같으면 ～しそうなら

약속 시간에 늦을 것 같으면 현지에서 만납시다.
約束時間に遅れそうなら現地で会いましょう。

　　　　　５ 体言＋(이)라면 体言＋(이)라면 ～なら 「～は」の強調として使われる。

정아 못 봤어? 정아라면 저기 있어.
チョンア見なかった？チョンアならあそこにいるよ。

　　　◎

배추+(이)+라면 白菜なら 쌀+이+라면 米なら

사과+(이)+라면 リンゴなら네가 아니+라면 君でなければ

너라면 믿을 수 있다. 君なら信用できる。

싸고 좋은 물건이라면 사겠다. 安くていいものなら買いたい。

지금이라면 얼마든지 살 수 있을텐데. 今ならいくらでも買えるのに。

아이들만 아니라면 안 갈 것이다. 子供のことでさえなければ
行かないだろう。

　　　　　６ 体言＋(이)면 時間を表す体言＋(이)면 ～になれば（必ず)、～もすれば

내일이면 준비될 거야.
明日になれば準備できているよ。

이마때면 찾아오는 철새가 있다.
この時期になるといつもやって来る渡り鳥がいる。

　　　◎
語尾「-(으)시-」＋면

거울을 보+면 鏡を見ると 울+면 泣けば

차를 마시+면 お茶を飲むと 주말+이+면 週末なら

　　　◎

먹+으면 食べると 좋았+으면 よければ

씻+으면 洗うと 태어났+으면 生まれたなら

　　　ⅰ．
봄이 오면 꽃이 핀다. 春が訪れると花が開く。

책만 읽으면 잠이오다. 本を読むと決まって眠たくなる。

「이다,아니다」に付いて仮定の条件を表す。

「이다,아니다」の語幹　＋　라면

「이다」の語幹「이」は母音で終わる名詞の後では省略される。

배추+(이)+라면 　→　배추라면  /  사과+이+라면　→   사과라면

母音で終わる用言の語幹、「ㄹ」語幹、「이다」の語幹、

子音で終わる用言の語幹、語尾「-았/었-」＋으면

条件や仮定を表す。



부지런히 일하면 성공한다. まめに働けば成功する。

마음에 들면 가져 가라. 気に入れば持っていきなさい。

시간이 없으면 다음에 만나자. 時間がないなら次に会おう。

며칠 있으면 설이다. 数日たてばお正月だ。

다 모였으면 출발하자. みんな集まっていれば出発しよう。

내년이면 졸업할 거에요. 来年なら卒業するでしょう。

주말이면 늘 산에 갔다. 週末はいつも山に行った。

비가 오면 소풍을 못 간다. 雨が降ったら遠足に行けない。

복권에 당첨되면 한 턱 낼게. 宝くじが当たったらおごるよ。

　　　ⅱ．
밥을 잘 먹는 것을 보면 병이 좀 나은 모양이다.
웃으면서 이야기하는 것을 보면 둘은 사이가 좋은 것 같다.

笑いながら話すのを見ると二人は仲がよさそうだ。
얘기를 듣고 보면 그도 그렇게 나쁜 사람은 아니다.

話を聞いてみると彼もそんなに悪い人ではない。

　　　ⅲ．
일반적으로 말하면 그렇다. 一般的に言えばそうだ。

예를 들면 이렇다. 例えばこうだ。

한마디로 요약하면 다음과 같다.一言で要約すると次のようだ。
바꿔 말하면 그도 약한 사람이었다는 것이다.

言い換えれば彼も弱い人間だったということである。

돈이 많았으면 좋겠다. お金がたくさんあればいいな。
비가 왔으면 좋겠다. 雨が降ってほしい。

좀 쉬었으면 한다. ちょっと休みたい。

꼭 합격했으면 한다. 必ず合格してほしい。

　　　　　７ 았/었더라면 語幹＋았/었더라면 （仮に)～したとしたら、～だったとしたら

事実と反することを仮定していう場合に使われる。

당신이 옆에 있었더라면 그렇게 외롭지 않았을 덴데.
あなたがそばにいたなら、あんなに寂しくなかったのに。

過去のことを仮定する語尾に「-더라면]が有る。語尾「-았/었」と結合して、
過去の事実に反して仮定し、後悔の気持ちを表すとき使用。
비가 안 와더라면 갔을 거야. 雨が降らなかったら行っただろうに。
일찍 만났더라면 좋았을 텐데. 早く出会えたらよかったのに。

동이 있었더라면 샀을 거예요. お金が有ったら買ったはずです。

         　８ 어야 連用形＋야 ～してこそ、　～すればこそ　　（면の強調)

현지에 봐야 실상을 알 수 있다.
現地にってこそ実情がわかる。

最終音節の母音が「ㅏ,ㅗ」の用言の語幹＋아야
最終音節の母音が「ㅏ,ㅗ」以外の用言の語幹、「이다」の語幹+ 어야
　　　　「하다」で終わっている用言の語幹＋여서   →　해야

      ⅰ．後続の状況に対する強い条件であることを表す。
먹어야 산다. 食べてこそ生きられる。

날씨가 좋아야 소풍을 간다. 天気が良くなければ遠足に行けない。

연습을 해야 발음도 좋아진다. 練習をしてこそ発音もよくなる。

너도 갔어야 재미 있었을텐데. 君も行けば楽しかっただろうに。

＊主に「-았/었으면 하다/좋겠다」の形で使われて希望や願望を表す。

例を挙げて説明する言葉とともに使われて後続の内容を説明する意を表す。

後続の内容の根拠を表す。



語幹、補助語幹に付く接続語尾
命令文、勧誘文、意志文の条件を表す。

비가 그치거든 가자. 雨が止んだら行こう。

그를 만나거든 안부 전해 주십시오.
彼に会ったらよろしくお伝えください。

할 말이 있거든 주저하지 말고 말해 봐.
言いたいことがあるのなら、ためらわないで言ってみなさい。

　　　　１０ 려거든 語幹＋(으)려거든 ～したいなら、　～しようとするなら

動詞、存在詞の語幹、ㄹ語幹などに付く
後に命令文が来る

내일 떠나려거든 준비를 미리 해 두어라.
明日発つつもりなら準備を前もってしておけ。

우등생이 되려거든 열심히 공부하여라.
優等生になろうと思うなら熱心に勉強しなさい。

좋은 자리에 앉려거든 빨리 가야지.
良い席に座りたければ早く行かなきゃ。

돈을 벌려거든 머리를 써야 돼.
お金を稼ぎたいなら頭を使わなきゃ。

尊敬語
-께서 主格助詞「-가/이」を高めて表現するときに用いる特殊な尊敬語。

진지、생신　特別に用いられる尊敬語。

밥 → 진지 생일 → 생신 나이 → 연세  집→ 댁  말→ 말씀
이름 →성함  사람→ 분
있다 → 있으시다,계시다 자다→ 주무시다
먹다 → 드시다,잡수시다 죽다 → 돌아가시다

이번 주 토요일이 아버지 생신입니다.
할아버지께서 지금 주무십니다.
할머니, 진지 드셨어요?
사장께서 지금 사무실에 계십니까?
선생님, 내일 시간 있으세요?
-네, 내일시간 있어요?

-(으)시- 動作の主体を高めて表現するときに用いる。

現在形　　　「-(으)십니다」
過去形 「-(으)셨습니다」
未来形 「-(으)실 겁니다」

名詞の場合　　「-(이)십니다」

부모님께서 온천을 아주 좋아하십니다.
할머니께서 방에서 책을 읽으십니다.
어머니께서 일찍 오셨습니다
할머니께서 방에서 책을 읽으십니다.
할아버지께서 내일 용돈을 주실 겁니다.
우리 사장님께서는 잠실에 사십니다.
아버님 연세가 어떻게 되세요?
예순하나이십니다.



저,드리다 自分を低めて相対的に相手を高める謙譲語。

나→ 저     내가→ 제가    우리→ 저희    주다→  드리다

어버이날에 부모님께 선물을 드렸습니다.
제가 할모니께 책을 읽어 드렸습니다.
저는 이번 주말에 어머니를 도와 드릴 겁니다.
내일은 저희 아버지 생신이십니다.저희 집에 골러 오십시오.

가다 가세요/가십니다 바쁘다 바쁘세요/바쁘십니다
먹다 먹으세요/먹으십니다 아름답다 아름다우세요/아름다우십니다
듣다 들으세요/들으십니다 있다 있으세요/있으십니다
살다 사세요/사십니다 계시다 계세요/계십니다
주다 주세요/주십니다

피에르 씨의 아버님은 7시에 일어나십니다.그리고 공원에서 테니스를 치신 후에
아침식사를 드십니다. 그리고 회사에 가십니다.저넥 여섯 시에 퇴근 하십니다.
퇴근하신 후에 친구를 만나십니다. 저녁식사는 가족과 같이 드십니다.
그리고 오후 열한시에 주무십니다.

(1)책을 읽다 할머니께 핵을 읽어 드렸습니다.
(2)요리를 하다 할머니께 요리를 해 드렸습니다.
(3)헝소하다 할머니께 청소를 해 ・・・・・・・・・・
(4)자리를 양보하다 　　・・・・・ 자리를 양보해・・・・・・
(5)가방을 들다 　　・・・・・ 가방을 들어렀습니다.

感嘆
하네요 (-네요) ～するんですね、　～ですね　「発見的感嘆」

新たに見聞きしたことに対する発見的な感嘆を表す。
丁寧でない場合は　하네(-네)

그럼 제가 후배네요. じゃ、私が後輩ですね。

아,여기 있네. あ、ここにあった。

저하고 똑같은 핸드폰을 사셨네요私と全く同じ携帯をお買いになりましたね。

하는 거 있지(요)    (-는 거 있지요) （何と）　~するんですよ
한 거 있지(요)     (-ㄴ 거있지요) （何と）　　～したんですよ

있지요の短縮形は있죠

정신이 없어서 핸드폰을 잃어버린 거 있죠.
頭が回らなくて、何と携帯を忘れちゃったんですよ。
그때 그 사람, 저한테 그런 말 하는 거 있죠. 좀 심하지 않아요?
その時、あの人、私にそういうことを言うんですよ。
　ちょっとひどくないですか。

하지 뭐야/ 뭐냐/ 뭐니/ 뭐에요/ 뭡니까 （何と～するじゃない（あろうことか）
(-지 뭐야/ 뭐냐/ 뭐니/ 뭐에요/ 뭡니까) ～するじゃないですか

～するんですよ　「驚きの報告」
体験した驚きを聞き手に報告する形。
話し言葉で用いる。
「하지 뭐야」と「하지 뭐에요」が多用される。
過去形は했지 뭐야/뭐냐・・・・・・・ ～したじゃない

집에서 찾았더니 그 책이 학교에 있지 뭐야.
家で探していたらあの本学校に有るじゃない。
가게에서 나오니까 우산이 없어졌지 뭐에요.
店から出てきたら何と傘がなくなっているんですよ



가게에서 나오니까 저 쩍에서 걔가 오고 있지 뭐야.
店から出てきたら何とあっちの方からあいつが来るのよ。

授受
授受
　　　　　　①주다の用法 「あげる」　「くれる」

여동생에게 내 사전을 주었어요. 妹に私の辞書を上げました。

선생님께서 책을 주셨어요 . 先生が本をくださいました。

　　　　　　②～(아/어)주다　の用法

남동생에께 그림책을 사 줬어요. 弟に絵本を買ってあげました。

누나가 빵을 사 줬어요. 姉さんがパンを買ってくれました。

             ③드리다の用法 주다の謙譲語
（아/어）드리다・・・・「～いたします」の意味もある。

선생님께 장미를 드렸어요. 先生にバラを差し上げました。

알려 드릴게요. お知らせいたします。

제가 해 드리죠. 私がいたしましょう。

길을 가르쳐 드렸어요. 道を教えて差し上げました。

해 드리다 (-드리다)
～して差し上げる、お～～する　　　　「謙譲の授受」

(해 주다) (_주다) の謙譲形 してさしあげる
目上に対して用いる

～してさしあげる 해 드리다
～させていただきます 해 드리겠습니다

하겠습니다
～させていただけますか 해도 됩니까?

해 드릴까요?

제가 선생님께 말씀 전해 드리겠습니다. 私が先生にご伝言をお伝えいたします。

제가 그 가방 들어 드럴까요? 私がそのかばんをお持ちしましょうか。

目上の人と行動を共にする場合は、謙譲語の모시다（ご一緒する、お供する、お仕えする）
を用いた「제가 모시겠습니다」（私がご一緒させていただきます。）などでも表現する。

공항까지 제가 모시겠습니다. 空港まで私がお供いたします。






































































