
ワークシートの紹介と使い方 

初級 I：第 2回～第 3回（無料サンプル） 

 

このたび、「トリリンガルのトミ韓国語講座」のサイト及び Youtubeにて公開している、

初級講座シリーズの副教材として、ワークシートを作成いたしました。 

本書では、各回で学んだ単語や文法を、穴埋め問題や筆記問題で出題していますの

で、学習内容の確認や理解を深めるのに最適です。 

本書の問題は主に、「単語問題」「文法問題」「日本語文の韓国語翻訳問題」「自由作

文（各回の最後に出題されていたもの）」「40単語暗記（各回の最後に出題されていた

もの）」の 5つのパートで構成されています（回によって違った構成の場合もあります）。 

各回ごとに、「問題」と「答え」が交互に掲載されていますので、すぐに答え合わせが可

能です。また、各回のタイトルには、「トリリンガルのトミ韓国語講座」サイトの該当ページへ

のリンクが貼られていますので、すぐに学習内容をご確認いただけます。本書に掲載され

ている問題の解説は、該当ページをご確認ください。 

さらに、本書は PDFですので、お使いのパソコンやスマートフォンで閲覧できますし、印

刷して直接書き込むこともできます。 

本書が、学習者の皆さまのお役に立てられることを、心より願っています。 

トミ 
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本書は無料のサンプル版ですので、第 2回と第 3回の講座内容のみ掲載しています。

第 20回の講座内容まで収録したワークシートは、下記よりお求めください。 

 

韓国語講座：ワークシート初級１(第 2回～第 20回) 
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【第 2回】自己紹介しよう！[는/은]と [입니다] 

【問題】 

１． 日本語に対応する韓国語を書きなさい。 

①こんにちは： ②はじめまして： 

③はい： ④いいえ： 

⑤わたし（丁寧）：  ⑥わたし（カジュアル）： 

⑦私の： ⑧名前： 

⑨会社員： ⑩大学生： 

⑪～さん： 

⑫お会いできて嬉しいです： 

⑬よろしくお願いします： 

 

２． 은と는のうち、適切な方を空欄に入れなさい。 

①저(    )：私は ②이름(    )：名前は 

③회사원(    )：会社員は  ④토미 씨(    )：とみさんは 

 

  

https://trilingual.jp/bigginer/20190819-2994/
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３． 韓国語に訳しなさい。 

①日本人ですか？： ②はい、日本人です： 

③学生ですか？： ④はい、学生です： 

 

４． 例を参考に自己紹介文を書きなさい。 

例：私の名前はトミです。私は韓国語講師です。 

   제 이름은 토미입니다. 저는 한국어 강사입니다. 
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40単語暗記 

1 가게 店 21 가지다 持つ 

2 가격 価格 22 각 各、おのおの 

3 가구 家具 23 간 間 

4 가깝다 近い 24 간단하다 簡単だ 

5 가끔 時々 25 간단히 簡単に 

6 가다 行く 26 간식 間食、おやつ 

7 가르치다 教える 27 간장 醤油 

8 가방 鞄 28 간호사 看護士 

9 가볍다 軽い 29 갈비 カルビ 

10 가수 歌手 30 갈비탕 カルビタン 

11 가슴 胸 31 갈색 褐色、茶色 

12 가요 歌謡 32 갈아타다 乗り換える 

13 가운데 間、中間 33 감 柿 

14 가위 はさみ 34 감기 風邪 

15 가을 秋 35 감기약 風邪薬 

16 가장 最も、一番 36 감다 （目を）閉じる 

17 가져가다 持って行く 37 감동 感動 

18 가져오다 持って来る 38 감동하다 感動する 

19 가족 家族 39 감사 感謝 

20 가지 種類 40 감사드립니다 ありがとうございます 



4 

 

【答え】 

１． 日本語に対応する韓国語を書きなさい。 

①こんにちは： 안녕하세요? ②はじめまして： 처음 뵙겠습니다. 

③はい： 네 ④いいえ： 아니요 

⑤わたし（丁寧）： 저 ⑥わたし（カジュアル）： 나 

⑦私の： 제 ⑧名前： 이름 

⑨会社員： 회사원 ⑩大学生： 대학생 

⑪～さん： 씨 

⑫お会いできて嬉しいです： 반갑습니다. 

⑬よろしくお願いします： 잘 부탁합니다. 

 

２． 은と는のうち、適切な方を空欄に入れなさい。 

①저( 는 )：私は ②이름( 은 )：名前は 

③회사원( 은 )：会社員は  ④토미 씨( 는 )：とみさんは 

 

３． 韓国語に訳しなさい。 

①日本人ですか？： 일본사람입니까? ②はい、日本人です： 네, 일본사람입니다. 

③学生ですか？： 학생입니까? ④はい、学生です： 네, 학생입니다. 
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40単語暗記 

1 가게 店 21 가지다 持つ 

2 가격 価格 22 각 各、おのおの 

3 가구 家具 23 간 間 

4 가깝다 近い 24 간단하다 簡単だ 

5 가끔 時々 25 간단히 簡単に 

6 가다 行く 26 간식 間食、おやつ 

7 가르치다 教える 27 간장 醤油 

8 가방 鞄 28 간호사 看護士 

9 가볍다 軽い 29 갈비 カルビ 

10 가수 歌手 30 갈비탕 カルビタン 

11 가슴 胸 31 갈색 褐色、茶色 

12 가요 歌謡 32 갈아타다 乗り換える 

13 가운데 間、中間 33 감 柿 

14 가위 はさみ 34 감기 風邪 

15 가을 秋 35 감기약 風邪薬 

16 가장 最も、一番 36 감다 （目を）閉じる 

17 가져가다 持って行く 37 감동 感動 

18 가져오다 持って来る 38 감동하다 感動する 

19 가족 家族 39 감사 感謝 

20 가지 種類 40 감사드립니다 ありがとうございます 
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【第 3回】[こそあど言葉]と[이/가]・[아닙니다] 

【問題】 

１． 日本語に対応する韓国語を書きなさい。 

①筆箱： ②水筒： 

③眼鏡ケース： ④何： 

⑤そうです（２つ）： 

⑥これ： ⑦それ： 

⑧あれ： ⑨どれ： 

 

２． 이と가のうち、適切な方を空欄に入れなさい。 

①초콜렛(    )：チョコレートが ②아몬드(    )：アーモンドが 

③대학생(    )：大学生が ④토미 씨(    )：とみさんが 

 

３． 韓国語に訳しなさい。 

①案内所ではありません： 

②芸能人ではありませんか？： 

③名前は何ですか？： 

 

https://trilingual.jp/bigginer/20190826-3163/
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４． 例を参考に、[こそあど言葉]と[이/가 아닙니다]を使って作文しなさい。 

例：これは、筆箱ではありません。水筒です。 

이것은 필통이 아닙니다. 물통입니다. 
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40単語暗記 

41 감사하다 感謝する 61 거짓말 嘘 

42 감사합니다 ありがとうございます 62 걱정 心配 

43 감자 じゃがいも 63 걱정하다 心配する 

44 감자탕 カムジャタン 64 건강 健康 

45 갑자기 急に 65 건강하다 健康だ 

46 값 値段、価値 66 건너가다 渡って行く、渡る、横切

る 

47 강 川 67 건너다 渡る 

48 강아지 子犬 68 건너편 向こう側、向かい 

49 강좌 講座 69 건물 建物 

50 갖다 持つ 70 건배 乾杯 

51 같다 同じだ 71 걷다 歩く 

52 같이 一緒に 72 걸다 かける 

53 개 ～個、犬 73 걸리다 かかる 

54 개나리 レンギョウ 74 걸어가다 歩いて行く 

55 개인 個人 75 걸어오다 歩いて来る 

56 거기 そこ 76 검은색 黒、黒色 

57 거리 通り、街 77 것 もの、こと 

58 거실 居室、居間 78 게임 ゲーム、遊び 

59 거울 鏡 79 겨울 冬 

60 거의 ほとんど 80 겨울방학 冬休み 
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【答え】 

１． 日本語に対応する韓国語を書きなさい。 

①筆箱： 필통 ②水筒： 물통 

③眼鏡ケース： 안경케이스 ④何： 무엇 

⑤そうです（２つ）： 맞습니다, 그렇습니다 

⑥これ： 이것 ⑦それ： 그것 

⑧あれ： 저것 ⑨どれ： 어느 것 

 

２． 이と가のうち、適切な方を空欄に入れなさい。 

①초콜렛( 이 )：チョコレートが ②아몬드( 가 )：アーモンドが 

③대학생( 이 )：大学生が ④토미 씨( 가 )：とみさんが 

 

３． 韓国語に訳しなさい。 

①案内所ではありません： 안내소가 아닙니다. 

②芸能人ではありませんか？： 연예인이 아닙니까? 

③名前は何ですか？： 이름이 무엇입니까? 
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40単語暗記 

41 감사하다 感謝する 61 거짓말 嘘 

42 감사합니다 ありがとうございます 62 걱정 心配 

43 감자 じゃがいも 63 걱정하다 心配する 

44 감자탕 カムジャタン 64 건강 健康 

45 갑자기 急に 65 건강하다 健康だ 

46 값 値段、価値 66 건너가다 渡って行く、渡る、 

横切る 

47 강 川 67 건너다 渡る 

48 강아지 子犬 68 건너편 向こう側、向かい 

49 강좌 講座 69 건물 建物 

50 갖다 持つ 70 건배 乾杯 

51 같다 同じだ 71 걷다 歩く 

52 같이 一緒に 72 걸다 かける 

53 개 ～個、犬 73 걸리다 かかる 

54 개나리 レンギョウ 74 걸어가다 歩いて行く 

55 개인 個人 75 걸어오다 歩いて来る 

56 거기 そこ 76 검은색 黒、黒色 

57 거리 通り、街 77 것 もの、こと 

58 거실 居室、居間 78 게임 ゲーム、遊び 

59 거울 鏡 79 겨울 冬 

60 거의 ほとんど 80 겨울방학 冬休み 


