第３・４セメスター

하나.

이게 뭐예요?

1. 이게 뭐예요?
2. 그건 레몬이에요.
3. 그건 뭐예요?
4. 이건 커피예요.
5. 이분은 누구세요?
6. 저희 아버지예요.
7. 이 책은 누구 거예요?
8. (이 책은) 제 거예요.
9. 이게 삼계탕이에요?
10. 이건 닭백숙이에요.
1. これは何ですか？
2. それはレモンです。
3. それは何ですか？
4. これはコーヒーです。
5. この方はどなたですか。
6. 私の父です。
7. この本は誰のですか。
8. (この本は)私のです。
9. これは蔘鷄湯ですか。
10. これは水炊きです。

둘.

인사①

11. 안녕하세요?
12. 처음 뵙겠습니다. 반갑습니다.
13. 저는 ○○(이)라고 합니다.
14. 이쪽은 제 친구 ○○라고 합니다.
15. 실례지만 성함이 뭐라고 하셨어요?
16. ○○(이)라고 합니다.
17. 아, 그러세요. 고맙습니다.
18. 어디 사세요?
19. 서울 성북동에 살아요.
20. ○○ 씨는 사시는 데가 어디세요?
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

こんにちは。
初めまして。 (お会いできて)うれしいです。
私は○○と言います。
こちらは私の友達○○と言います。
失礼ですが、お名前は何と言いましたか？
○○と言います。
あ、そうですか。ありがとうございます。
お住まいはどこですか？
ソウル城北洞に住んでいます。
○○さんは住んでらっしゃるところはどこですか？

셋.

인사②

21. 한국엔 언제 오셨어요?
22. 오늘(어제, 이틀 전에) 왔어요.
23. 누구하고 오셨어요?
24. 친구(딸, 남편)하고 같이 왔어요.
25. 언제까지 계실 거예요?
26. 내일(모레)까지 있을 거예요(생각이에요).
27. 가족 분은 몇 분이세요?
28. 남편하고 아들, 딸 이렇게 네 식구예요.
29. 한국말 아주 잘 하시네요.
30. 아닙니다. 아직 잘 못해요.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

韓国にはいつ来られましたか？
今日(昨日、二日前に)来ました。
誰と来られましたか？
友達(娘、夫)と一緒に来ました。
いつまでいらっしゃるつもりですか？
明日(あさって)までいるつもりです(考えです)。
家族は何人ですか？
夫と息子、娘、このように 4 人家族です。
韓国語とてもお上手ですね。
いいえ。まだ上手くないです。

넷.

자기소개①

31. 성함이 어떻게 되세요?
32. 마츠모토 키요시라고 합니다.
33. 저는 일본 사람이에요.
34. 어디에 사세요?
35. 일본 치바에 살아요.
36. 도쿄에서 왔어요.
37. 나이가 어떻게 되세요?.
38. 스무(서른, 마흔, 쉬흔) 살이에요.
39. 가족 분은 어떻게 되세요?
40. 남편하고 아들하고 딸이 있어요.
31. お名前は何とおっしゃいますか。
32. マトモトキヨシと申します。
33. 私は日本人です。
34. お住いはどこですか？
35. 日本の千葉に住んでいます。
36. 東京から来ました。
37. お年はおいくつですか。
38. 20 (30、40、50) 歳です。
39. ご家族は何人いますか？
40. 夫と息子と娘がいます。

다섯.

자기소개②

41. 집에서 나리타공항까지 얼마나 걸려요?
42. 한 50 분 정도 걸려요.
43. 아드님(따님)은 뭐하세요?
44. 아들은 대학교(고등학교) 3 학년이에요.
45. 한국어는 어디서 공부하세요?
46. 집 근처에 있는 한국어학원에서 해요.
47. 한국어는 얼마나 공부하셨어요?
48. 일 년 반쯤 됐어요.
49. 한국어는 어때요, 어려우세요?
50. 어렵지만 재미있어요.
41. 家から成田空港までどれくらいかかりますか？
42. 50 程度かかります。
43. 息子さんは何をしていますか？
44. 息子は大学校(高校)3 年です。
45. 韓国語はどこで勉強してますか？
46. 家の近所にある韓国語学院でやってます。
47. 韓国語はどれくらい勉強しましたか？
48. 1 年半くらいになりました。
49. 韓国語はどうですか、難しいですか？
50. 難しいですが、面白いです。

