
韓国語表現リスト（あいうえお順） 

※Ｆは Focus on Language で取り上げている表現。 
 
あ行   

  ～あいだに［～間に］ (2-2) ～사이에 

  ～あとで［～後で］ (3-3) ～후에 

  いちども～ない［一度も～ない］ (1-3) 한 번도 ～지 않다 

  いっぽう［一方］ (2-3) 다른 한편 

  ～うちに (1-2) ～중에 

  ～うとする (1-3) ～려고 하다 

    

か行   

  ～かい？ (1-2) ～니/야? 

Ｆ かえって (8-3) 오히려, 도리어 

  ～がちだ (7-3) ～기 쉽다 

Ｆ ～かどうか (5-2) ～지 아닐지 

Ｆ かならずしも～とはかぎらない［必ずしも～と

は限らない］ 

(6-3) 반드시 ～라고는 할 수 없다 

  かならずしも～ない［必ずしも～ない］ (6-3) 반드시 ～지 않다 

Ｆ ～かもしれない (4-2) ～(일)지도 모른다 

  ～からつたわる［～から伝わる］ (2-3) ～로 부터 전해지는 

  ～からといって／だからといって［～からと言

って／だからと言って］ 

(6-3) ～라고 해서 

Ｆ きっと (4-2) 꼭 

  ～ぐらい（は） (6-2) ～정도(는) 

Ｆ ～けど (6-2) ～지만 

Ｆ けんじょうご［謙譲語］ (7-2) 겸양어 

  こそ (3-2) 야 말로 

Ｆ こそあ (1-2) 이, 그, 저 

Ｆ ～こと (5-2) ～것 

Ｆ ～ことにしている (8-1) ～기로 하고 있다 

Ｆ ～ことにする (4-1) ～기로 하다 

Ｆ ～ことになっている (8-1) ～기로 되어 있다 

Ｆ ～ことになる (4-1) ～게 되다 

  ～ことになる APP. ～것이 되다 

  ～こともある (1-3) ～적도 있다 
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さ行   

  ～さ (1-2) ～함(풍요함) 

  ～さえ／～でさえ (7-3) ～조차 

Ｆ ～さえ～ば (6-3) ～만 ～하면 

Ｆ ～される／～させられる (8-2) ～되다/당하다 

  ～し、（～し） (1-2) ～고, ～고 

Ｆ じどうし・たどうし［自動詞・他動詞］ (4-3) 자동사 타동사 

Ｆ じぶんでは［自分では］ (1-3) 나로서는 

  ～じゃない (1-2) ～지 않다 

  ～じゃない (4-2) ～지 않다 

  ～じゃない (4-2) ～지 않다 

  ～じゃないか (6-3) ～지 않니? 

  ～じゃないですか (4-1) ～지 않습니까? 

  ～ず（に） (1-3) ～지 않고 

  ～すぎる (8-1) 너무 ～하다 

  ～せいで (1-3) ～탓으로 

Ｆ ぜったい（に）［絶対（に）］ (4-2) 절대(로) 

Ｆ ～せる／～させる (8-1) ～게 하다 

Ｆ ～そう (1-1) ～것 같다 

Ｆ ～そう (6-2) ～고 한다 

Ｆ そういえば［そう言えば］ (1-2) 그러고 보면 

  ～そうになる (3-1) ～것 같다 

Ｆ そのはんめん［その反面］ (1-3) 반면 

Ｆ それから (7-2) 그리고나서 

Ｆ そんけいご［尊敬語］ (7-1) 존경어 

    

た行   

Ｆ ～たい (4-1) ～고 싶다 

  ～たことがある (1-3) ～한 적이 있다 

Ｆ たしか～ (1-2) 확실히 ～ 

Ｆ たしかに～かもしれません［確かに～かもしれ

ません］ 

(8-3) 확실히 ～일지도 모릅니다 

Ｆ ただし (7-2) 단 

Ｆ たとえ～ても (6-3) 예를 들어 ～라도 

  ～たところ (7-1) ～었더니 

Ｆ ～たばかりだ (3-1) 막 ∼한 참이다 

Ｆ たぶん (4-2) 아마 
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Ｆ ～たほうがいい (2-2) ～ㄴ 편이 좋다 

  ～たまま (3-3) ～한 그대로 

Ｆ ～ために (7-1) ～를 위해서 

Ｆ ～たら (2-1) ～면 

  ～たら？ (1-1) ～면 

  ～たり、（～たり） (1-3) ～거나 ～거나 

Ｆ ～だろう (4-2) ～겠지 

  つい～（てしまう） (1-1) 돌연 ∼(해 버리다) 

Ｆ つぎに［次に］ (7-2) 다음으로 

Ｆ ～っけ。 (1-2) ～지? (→확인할때) 

  ～っぽい (5-2) ～장이(어떤 경향이 강함) 

  ～つもりで、～（する） (2-1) ～ㄹ 작정(셈)으로 ～(하다) 

Ｆ ～つもりはなかった (3-3) ～할 속셈(셈)은 없었다 

Ｆ ～てあげてください (6-2) ～해 드리세요 

Ｆ ～てあげる (6-1) ～해 주다 (내가 남에게) 

Ｆ ～てある (2-2) ～져 있다  

  ～ていく (4-1) ～해 가다 

  ～ていく (6-3) ～해 가다 

Ｆ ～ている (1-1) ～고 있다 

Ｆ ～ている (1-1) ～고 있다 

Ｆ ～ている (1-1) ～고 있다 

Ｆ ～ておく (2-2) ～해 두다 

Ｆ ～ておく (2-2) ～해 두다 

Ｆ ～で～がある (2-1) ～에서 ～가 있다 

  ～てから (1-1) ～하고나서 

  ～てくる (1-1) ～해 오다 

  ～てくる (1-2) ～해(져) 오다 

Ｆ ～てくれない (6-2) ～해 주지 않는다(남이 나에게) 

  ～てくれない？ (2-2) ～주지 않을래? 

Ｆ ～てくれる (6-1) ～해 주다(남이 나에게) 

Ｆ ～てしまう (3-3) ～해 버리다 

Ｆ ～てしまう (3-3) ～해 버리다 

Ｆ ～てしまう (3-3) ～해 버리다 

  ～でしょう (1-1) ～겠지요/겠죠 

Ｆ ～でしょう (5-3) ～겠죠 

Ｆ ～てはいけない (3-3) ～서는 안된다 

Ｆ ～てばかりだ (3-1) ～만 하다 
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Ｆ ～てほしい (8-2) ～바라다, 요망하다 

Ｆ ～てみたい (4-1) ～(해) 보고싶다 

  ～てみる (1-1) ～해 보다 

Ｆ ～ても (7-3) ～라도 

Ｆ ～てもいい (3-3) ～도 된다 

Ｆ ～でもっとも～のひとつです (2-3) ～에서 가장 ～의 하나입니다 

Ｆ ～てもらいたい (6-1) ～해 받고 싶다 

Ｆ ～てもらう (6-1) ～해 받다 

Ｆ ～てもらえない (6-2) ～해 받을 수 없다 

Ｆ ～てもらってください (6-2) ～해 받으세요 

  ～てやる (6-2) ～해 주다 (내가 남에게) 

  ～てよかった (3-1) ～서 잘됐다 

Ｆ ～と、～ (4-3) ～와, ～ 

Ｆ ～といい (2-2) ～면 된다 

  ～といい (6-3) ～면 좋다 

Ｆ ～という＋Noun［～という＋名詞］ (1-2) ～라는 (명사) 

Ｆ ということは、つまり～ということだ (5-3) ～라는 것은, 즉 ～라는 것이다 

Ｆ ～ということもかんがえられる［～ということ

も考えられる］ 

(5-3) ～라는 것도 생각할 수 있다  

Ｆ ～というのは～ということです (2-1) ～라는 것은 ～라는 것입니다 

Ｆ ～というのは～のことです (2-1) ～라는 것은 ～입니다 

Ｆ ～というわけだ (8-3) ～라는 것이다 

Ｆ ～といえば［～と言えば］ (2-3) ～라 하면 

  どうしても～（たい） (1-2) 아무래도 ∼고 싶다 

  どうしても～ない (8-2) 아무래도 ～지 않다 

  どうせ～（なら） (7-3) 어차피 (～면) 

  ～とおり（に） (3-1) ～대로 

  ～とか (1-2) ～라든지 

Ｆ ～とき［～時］ (5-2) ～때 

  ～ところ (1-2) ～것 

Ｆ ～ところがある (1-3) ～면이 있다 

Ｆ ～ところだ (3-1) 막～한/하려는 참, 마침 그 때 

Ｆ ～としたら (7-3) ～(다)라고 하면  

Ｆ ～として (2-3) ～로서 

Ｆ ～としても (7-3) ～(다)라고 해도 

Ｆ どちらかといえば［どちらかと言えば］ (1-3) 어느쪽이냐 하면 

  ～とのことです (7-1) ～라는 것입니다. 
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  ～とも (1-2) ～다 

  どんなに～ても (2-2) 아무리 ∼해도 

    

な行   

  ～なあ (1-1) ～은데 

  ～ない (2-2) ～ㄹ래? 

  ～ないかぎり［～ない限り］ (7-3) ～없는 한 

  ～なきゃ (6-2) ～지 않으면 

Ｆ ～なくてもいい (3-3) ～지 않아도 된다 

Ｆ ～なくなる (3-1) ～않게 되다 

Ｆ ～なければならない (3-3) ～지 않으면 안된다 

Ｆ ～なってくる (3-1) ～져 오다 

Ｆ ～なら (2-1) ～면 

Ｆ ～なる (3-1) ～되다 

  ～なんか (2-1) ～따위 

  ～なんて (4-1) ～따위 

  なんとか～する［何とか～する］ (3-1) 어떻게든 ～하다 

  ～に～ (1-3) ～에～ 

Ｆ ～にいちしている［～に位置している］ (2-3) ～에 위치해 있다 

Ｆ ～に～がある (2-1) ～에 ～가 있다 

  ～にかんする［～に関する］ (2-3) ～에 관한 

Ｆ ～にくらべて［～に比べて］ (3-2) ～에 비하여 

Ｆ ～にすぎない (7-3) ～에 불과하다 

Ｆ ～にせっしている［～に接している］ (2-3) ～에 접해 있다 

Ｆ ～にたいして／それにたいして［～に対して／

それに対して］ 

(3-2) ～에 대하여/그것에 대하여 

Ｆ ～にたいして［～に対して］ (7-3) ～에 대하여 

  ～にたいする［～に対する］ (3-2) ～에 대한 

Ｆ ～にとって (7-3) ～에게 있어서 

Ｆ ～にめんしている［～に面している］ (2-3) ～에 면해 있다 

  ～によって (1-3) ～에 따라서 

  ～によると (5-1) ～에 의하면 

Ｆ ～に囲まれている［～にかこまれている］ (2-3) ～에 둘러싸여져 있다 

Ｆ ～の (5-2) ～것 

Ｆ ～のえいきょうをうける［～の影響を受ける］ (2-3) ～의 영향을 받는다 

  ～のこと (1-1) ～란 것 

Ｆ ～のでしょうか (8-3) ～것 일까요? 
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Ｆ ～のではないでしょうか (8-3) ～인 것은 아닐까요? 

Ｆ ～のに (6-2) ～인데 

    

は行   

Ｆ ～ば (4-3) ～면 

  ～ばいい (2-2) ～면 된다 

Ｆ ～は～が、～は～だ (3-2) ～는 ～이지만, ～는 ～이다 

Ｆ ～はずがない (5-3) ～리가 없다 

Ｆ ～はずだ (5-3) 당연히 ～할 것이다 

Ｆ ～は～にある (2-1) ～은 ～에 있다 

  ～ば～ほど (7-3) ～(하)면 ～(할)수록 

Ｆ ～べきだ (7-3) (응당 그렇게) ～해야 한다 

  ～ほどではない (8-3) ～정도는 아니다 

Ｆ ～ほど～ない (3-2) ～만큼 ～지 않다 

    

ま行   

  ～まえに［～前に］ (1-3) ～기 전에 

Ｆ まず (7-2) 우선 

Ｆ また (7-2) 또 

Ｆ まだ～ていない (2-2) 아직 ∼지 않고 있다 

Ｆ まだ～ている (2-2) 아직 ～고 있다 

  まったく／まったく～ない (1-3) 전혀 ∼않다 

  ～までに (2-2) ～까지 

  まるで～よう (3-2) 마치 ∼와 같은 

  ～みたい (1-2) ～것 같다 

Ｆ ～めは［～目は］ (7-2) ～째는 

Ｆ ～も (7-3) ～(이)나 

Ｆ もう～た (2-2) 이제 다～ 

Ｆ もう～ていない (2-2) 이제 ～지 않다  

Ｆ もしかすると (4-2) 혹시 

Ｆ もともと (2-3) 본래 

  ～ものだ (6-1) ～것이다 

Ｆ ～も～も (3-2) ～도 ～도 
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や行   

Ｆ ～ようだ (3-2) ～겠지 

Ｆ ～ようだ (3-2) ～와 같이, 처럼 

Ｆ ～ようとおもう［～ようと思う］ (4-1) ～려고 생각하다 

  ～ような (1-3) ～와 같은 

Ｆ ～ようなきがする［～ような気がする］ (3-2) ～것 같은 느낌이 든다 

  ～ように (1-1) ～처럼 

Ｆ ～ように (7-1) ～되도록 

Ｆ ～ようにしている (7-1) ～려고 하고 있다 

Ｆ ～ようにする (7-1) ～려고 하다 

Ｆ ～ようになっている (4-3) ～(하)도록 되어 있다 

Ｆ ～ようにならない (3-1) ～처럼 되지 않다 

Ｆ ～ようになる (3-1) ～처럼 되다 

Ｆ よくいえば［よく言えば］ (1-3) 좋게 말하면 

Ｆ ～より～のほうが～だ (3-2) ～보다 ～가 더 ～다 

    

ら行   

Ｆ ～れる／～られる (3-1) ～ㄹ 수 있다 

Ｆ ～れる／～られる (5-1) ～지다 

    

わ行   

Ｆ ～わけじゃない (8-3) ～것이 아니다 

Ｆ ～わけだ (8-3) ～것이다 

Ｆ ～わけにはいかない (3-3) (그렇게 간단히) ～할 수는 없다 

Ｆ わるくいえば［悪く言えば］ (1-3) 나쁘게 말하면 

  ～をとおして［～を通して］ (4-3) ～를 통해서 

  ～をもとに (5-3) ～을 전제로  

  ～んじゃない (2-2) ～지 않니? 

  ～んじゃないか (1-1) ～지 않니? 

  ～んじゃないでしょうか (5-1) ～지 않을까요? 

  ～んじゃないですか (4-1) ～지 않습니까? 

    

その他   

Ｆ Caisative＋たい［使役＋たい］ (8-2) ～(사역동사)고 싶다 

Ｆ Caisative＋てください［使役＋てください］ (8-1) ～하게 해 주세요 

Ｆ Caisative＋てほしい［使役＋てほしい］ (8-2) ～(사역동사)기 바라다 
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Ｆ Caisative＋てもらいたい［使役＋てもらいた

い］ 

(8-2) ～(사역동사)받고싶다 

Ｆ Caisative＋てもらう［使役＋てもらう］ (8-2) ～해 받다 

Ｆ Caisative＋てもらえない［使役＋てもらえな

い］ 

(8-2) ～해 받을수 없다 

Ｆ Dic. form＋つもりだ［辞書形＋つもりだ］ (3-3) ～할 속셈(셈)이다 

Ｆ Question Wrod＋～か［疑問詞＋～か］ (5-2) ～니/까? 

Ｆ Ta-form＋つもりだ［た形＋つもりだ］ (3-3) ～한 속셈(셈)이다 
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