
第 12 回韓国語能力検定高級 語彙・文法 解説 

 

※ [1～5] 다음 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. (각 3점) 

1. 높은 구두는 여성들의 무릎에 큰 ( )을/를 준다. 

① 관심 ② ③부담  책임 ④ 욕심 

 

1.高い靴は女性たちのひざに、大きな（）をもたらす 

①関心②負担③責任④欲心 

 

2. 수술은 사람의 생명을 다루는 일이라 ( ) 잘못하면 치명적인 실수를 하게 된다. 

① 애써 ② ③설마  못내 ④ 자칫 

 

2.手術は人の生命を左右することなので、（）間違えれば、致命的失敗になる。 

①せっかく②まさか③限りなく④万一 

 

다루다 

<1> [타동사] (物事を)扱う;取り扱う;処理する;さばく;受けつける。 

<2> [타동사] (物を)扱う;操作する。 

せっ-かく [折角]   

<1> [명사] 《흔히, 「~の」 「~だが」 「~ですが」의 꼴로》 모처럼임. 애써 함. 벼르고 함. 

<2> 

1. [부사] 〈「~…のに」 「~…だから」의 꼴로〉 일부러. 모처럼. 일껏. 〔동의어〕わざわざ.다루다 

<1> [타동사] (物事を)扱う;取り扱う;処理する;さばく;受けつける。 

<2> [타동사] (物を)扱う;操作する。 

설마 

[부사] まさか;よもや;いくらなんでも。 

못ː내 

<1> [부사] 忘れずにいつまでも;ずっと。 

<2> [부사] 限りなく;果てしなく。 

자칫 

<1> [부사] (ある物事がほんの少し食い違っていることを表わして)万が一;ちょっと。 

<2> [부사] やや;少し。 

 

3. 이 방에 있는 물건들은 모두 낡은 것들이지만 볼수록 거기에 담긴 추억이 ( ) 되살아난다. 

① 성큼성큼 ② ③두근두근  새록새록 ④ 들쭉날쭉 

3.この部屋にあるものたちは、すべて古いものだが、見るほど、ここに残った記憶が（）よみがえる。 



①つかつかと②どきどき③次々と④でこぼこ 

 

성큼-성큼 

[부사] 大股に歩くさま:のっしのっし;つかつかと。 

두근-두근 

[ ·부사하다형 ·자타동사] どきどき;わくわく。 

새록-새록 

<1> [부사] 続いて新しいことが起こるさま:次々と;続々と;相次いで;ひっきりなしに。 

<2> [부사] 繰り返して新しさを感じるさま:ますます;いよいよ;しみじみ(と)。 

들쭉-날쭉 

[부사]<하다형 형용사> 平らでないさま:でこぼこ;ぎざぎざ。 

 

4. 이번에 15대 원장으로 ( ) 이병수 박사는 연구원의 행정 시스템에 변화를 가져왔다. 

① 부임한 ② ③실직한  완료한 ④ 존재한 

 

4.今度の１５代院長として（）イ・ビョンス博士は、研究員の行政システムに変化をもたらした。 

①赴任した②失職した③完了した④存在した 

 

행정 [行政] 

[명사] 行政。 

<1> [명사] 立法·司法以外の国家の統治。 

부ː임 [赴任] 

[ ·명사하다형 자동사] 赴任;職務として任命された所へ行くこと。 

실직 [失職] 

[ ·명사하다형 자동사] 失職;今まで就いていた職を失うこと。 

완료 [完了] 

[ ·명사하다형 타동사] 完了;全く終わること, また終えること。 

존재 [存在] 

[명사] 存在。 

 

5. 한옥에는 대청마루나 툇마루 같이 내부 공간도 아니고 그렇다고 외부 공간도 아닌 ( ) 

성격의 공간이 있다. 

① 과감한 ② ③애매한  차분한 ④ 가뿐한 

 

5.韓屋には、廊下や縁側のような内部空間でもなく、しかし外部空間でもない（）性格の空間がある。 

①果敢な②曖昧な③沈着な④軽い 



 

한ː옥 [韓屋] 

[명사] 朝鮮家屋;韓国古来の建築様式で建てた家屋。 

대-청 

[명사] 竹の内側についている白く薄い膜。 

마루 1 

[명사] 板の間;縁側;廊下;フロア。 

툇ː-마루 [退―] 

[명사] 『건축』部屋の上り口の外に付け足した縁側(日本のぬれ縁とほぼ同じ形)。 

과ː감 [果敢] 

[명사]<하다형 형용사><스럽다형 형용사> 果敢;思い切りがよく勇敢なさま;決断力に富んでいるさま。 

애ː매 [曖昧] 

[ ·명사하다형 형용사] 曖昧;物事がはっきりしないさま:あやふや;不明瞭。 

차분-하다 

｛형용사·여 불규칙활용｝ 沈着だ;落ち着いている;物静かだ。 

가뿐-하다 

｛형용사·여 불규칙활용｝ (ほどよく)軽い。〔큰말〕거뿐하다 

 

※ [6～9] 다음 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. 

6. 다른 사람의 도움을 받았을 때에는 어떤 ( ) 고마움을 표현하는 것이 좋다. (3점) 

① 형태이면 ② ③형태지만  형태로든 ④ 형태로부터 

 

6.他の人の助けを受けたときには、どんな（）ありがたさを表現することがよい 

①形態なら②形態だが③形態でも④形態から 

 

형태 [形態] 

[명사] 形態。 

<1> [명사] (組織の)外から見た形。 

-지마는 

<어미> 用言の語幹, または尊敬の意を表わす‘-시-’や時制の‘-았-·-었-·-겠-’について逆説の意を表わす

連結語尾:…(だ)が;…けれども。 

든 

[조사] ‘든지’の縮約形:…であれ;…であろうと;…でも。 

 

7. 아침, 저녁으로 쌀쌀한 요즘에는 감기 몸살( ) 몸이 나른하고 식욕이 없다고 하는 사람이 

많다. (4점) 



① 로 인해 ② ③로써만이  로 볼 때 ④ 로 미루어 

 

7.朝、夕で冷え冷えする最近には、風邪、過労（）体が、だるく、食欲がないという人が多い。 

①によって②によってのみ③を見るとき④に持ち越して 

 

 

쌀쌀-하다 

<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 天気が寒気を感じるほどに冷たい;肌寒い;ひえびえとしている。 

<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (態度や表情が)冷たい;冷ややかだ;よそよそしい。 

몸살 

[명사] 極度の疲労から来る病気。 

나른-하다 

<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (体が)だるい;けだるい。 

<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (布に糊けがなく)柔らかい;しなしなしている。 

인-하다 [因─] 

<1> ｛자동사·여 불규칙활용｝ 基づく;よる。 

<2> ｛자 ·동사여 불규칙활용｝ 原因する;よる。 

로써 

[조사] 母音や‘ㄹ’で終わる体言に付く副詞格助詞。 ‘로’と同じだが理由·手段·条件がもっと確実であること

を表わす:…で;…をもって;…(すること)によって。 

미루다 

<1> [타동사] 延期する;延ばす;持ち越す;後回しにする。 

<2> [타동사] (責任·仕事などを)人に押しつける;人のせいにする;転嫁する。 

 

8. 좋은 책을 통해서 얻게 되는 새로운 지식과 ( ) 올바른 인격 형성의 바탕이 된다. (4점) 

① 경험으로는 ② ③경험으로서도  경험이야말로 ④ 경험이라고는 

 

8.いい本を通じて得るようになる新しい知識と（）正しい人格形成の根本になる 

①経験では②経験としても③経験こそまさに④経験とは 

 

올ː-바르다 

｛형용사·르 불규칙활용｝ 正しい;公平だ;正直だ。 

바탕 1 

<1> [명사] (人の)出身;育ち;毛なみ。 

<2> [명사] (人の)体質, または才質;根。 

로서 



[조사] 母音や‘ㄹ’で終わる体言に付く副詞格助詞。 子音で終わる体言には媒介母音‘으’を添える。 資

格·地位·身分を表わす:…として;…であって。 

이야-말로 2 

[조사] 子音で終わる体言の後に付いて「…こそ本当に」の意を表わす特殊助詞(母音のあとでは‘이’を省くこと

もある)：…こそ(は)；…こそまさに；…ぞ。 

이라고 

[조사] 子音で終わる体言の後に付いて用いられる助詞(母音のあとでは‘이’を省くこともある)。 

<1> [조사] 人の話を引用する意をあらわす:…と;…だと;…とか。 

 

9. 외부의 인재를 데려와도 ( ) 오랫동안 몸담았던 인재들이 회사를 떠나는 사례가 잇따르고 

있다. (3점) 

① 모자라는 김에 ② 모자라는 ③듯이  모자라는 마당에 ④ 모자라는 셈치고 

 

 

9.外部の人材を連れてきても（）長い間勤めた人材たちが、会社を去る事例があとに続いている 

①足りないついでに②足りないように③足りない場に④足りないふりに 

 

 

몸-담다 

[자동사] ある所を生活のよりどころとする;勤める;携わる;従事する;住む;身を寄せる。 

잇ː-따르다 

[자동사] 後を継いで続く;引き続く。 

모ː자라다 

<1> [자동사][형용사] (ある基準や程度に)満たない;足りない;不足である。 

<2> [자동사][형용사] 頭の働きが普通以下である;うす馬鹿である;足りない。 

김 4 

<1> [의존명사] なにかの機会;なにかのはずみ;拍子;ついで。 

<2> [의존명사] (酒·怒りなどの)はずみ;拍子;勢い。 

듯이 

[부사] …ように;…そうに。 

마당 2 

<1> [의존명사] (何かを催す)場;場所;舞台。 

<2> [의존명사] (何事かが起こった)時;土壇場。 

셈-치다 2 

<보조동사> 用言の冠形詞形の後に付いて, 動作·事実などをすでにしたように仮定していう語:…(した)つもりで

ある;…(した)事にする。 



 

※ [10～11] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 가장 비슷한 것을 고르십시오. (각 3점) 

10. 궁지에 몰린 나는 지푸라기라도 잡는 심정으로 평소 친하게 지내던 선배들에게 전화를 

걸었다. 

① 만만한 ② ③철저한  소박한 ④ 절박한 

 

10.窮地に追い込まれた私は、わらにもすがる思いで、平素親しくしていた先輩たちに電話をかけた 

①手ごわくなく②徹底に③素朴に④切迫して 

 

 

 

궁지 [窮地] 

[명사] 窮地；窮境；苦境。 

몰리다 2 

[자동사] ‘몰다’の受動:追われる;追いこまれる。 

지푸라기 

[명사] わらくず。 

만만-하다 

<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 柔らかい;しなやかだ。 

<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ くみしやすい;手强くない;甘い。 

철저 [徹底] 

[ ·명사하다형 형용사] 徹底;底までつらぬき通すこと;物のすみずみまで行きとどくこと。 

소ː박 [素朴] 

[ ·명사하다형 형용사] 素朴;ありのままで飾りけのないさま;質朴。 

절박 [切迫] 

[ ·명사하다형 형용사] 切迫。 

<1> [ ·명사하다형 형용사] 時間や期限がさしせまること。 

 

11. 과거가 고스란히 보존되어 있는 고대 도시에서의 여행은 정말 꿈만 같았다. 

① 그대로 ② ③영원히 점차로 ④ 희미하게 

 

 

11.過去がそっくりそのまま保存されてる、古代都市への旅行は本当に夢のようだった。 

①そのまま②永遠に③段々に④ぼんやり 

 

고스란-히 



[부사] そっくりそのまま;手つかずのままに;余すところなく。 

점ː차-로 [漸次-] 

[부사] ‘점차’の强調語:だんだん;次第に。 

 

※ [12～14] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르십시오. 

12. 여러분도 보시는 바와 같이 제 손에는 지금 아무 것도 없습니다. (4점) 

① 보신다기에 ② 보 ③시다시피  보신다면야 ④ 보시더니만 

 

12.皆さんもご覧になったように、私の手には今何もありません。 

①ご覧になるので②ご覧の通り③ご覧になれば④ご覧になったのだが 

 

바 3 

[의존명사] 冠形詞形の後に付いて「方法·ところ·こと」の意を表わす。 

-기에 

<어미> 用言の語幹や時制の‘-았-·-었-·-겠-’に付く従属的連結語尾。 

<1> <어미> 原因·理由を表わす:…ので;…だから;…の理由で。 

야 3 

<1> [조사] 母音で終わる体言や助詞, または語尾などに付いてそのことばを特に强調する意味を持つ助詞：…

(だけ)は；…こそ；…(して)はじめて。 

<2> [조사] 物事をぞんざいにしかも肯定的に断定する助詞：…だ；…な；…である。 

-더니만 

<어미> ‘- ’더니마는 の縮約形。 

-더니마는 

<어미> ‘-더니 2’の强調語。 

-더니 2 

<1> <어미> 用言の語幹または尊敬の意味を表わす‘-시-’や時制の‘-았-·-었-·-겠-’に付いて, 聞いたこと

や経験したことが他の事実の理由(原因·条件·前提)となることを表わす連結語尾:…ので;…のため;…だったから。 

<2> <어미> 用言の語幹または尊敬の意味を表わす‘-시-’に付いて, 回想や感傷を表わす終結語尾：…だっ

た(のに)な;…だったけれどね;…していたのにな。 

 

13. 악어는 잡은 먹이를 다 먹어 치운 뒤에 마치 그 불행한 희생자를 불쌍하게 여기기라도 

하듯 투명한 눈물을 뚝뚝 떨구며 운다. (4점) 

① 여기는 양 ② 여기는 ③차에  여기는 바람에 ④ 여기는 둥 마는 둥 

 

13.ワニは捕まえる食べ物をすべて食べ、片付けた後に、まるで不幸な犠牲者を悲しく思うように透明な涙をぽた

ぽたこぼしながら鳴く。 



①思うように②思うために③思うために④思ったり思わなかったり 

 

악어 [鰐魚] 

[명사] 『동물』ワニ(ワニ目に属する爬虫類の総称)。 

치우다 1 

<1> [타동사] (物をよそに)移す;捨てる。 

<2> [타동사] 片付ける;空ける。 

마치 2 

[부사] まるで;さながら;ちょうど;恰も。 

여기다 

[타동사] 思う;感じる;認める。 

하듯   するように 

투명 [透明] 

[ ·명사하다형 형용사] 透明。 

<1> [ ·명사하다형 형용사] 透き通ってにごっていないこと。 

떨구다 

[타동사] (頭や視線などを)垂れる;うなだれる。 

뚝-뚝 

<1> [ ·부사하다형 자동사] 液体の滴が続けざまに落ちるさま, またその音:ぽたぽた;ぽたりぽたり;ぱらぱら;ぽろ

ぽろ。 

<2> [ ·부사하다형 자동사] ものが続けざまに折れる音:ぽきんぽきん;ぽきっぽきっ。 

-차 [次] 

<1> <접미사> 一部の名詞に付いて‘하려고’の意を表わす;…するため。 

<2> <접미사> 数字の次に付いて回数·度数を表わす：…次。 

바람 3 

<1> [의존명사] 用言の語尾‘- ·ㄴ - ·은 -는’に付いて, 原因や根拠を表わす:ある出来事の弾み;…なので;…の

ために。 

<2> [의존명사] おもに衣服などの名詞に付いて:…のまま。 

 

14. 어찌 늦둥이로 낳은 자식이 밉겠냐마는 혹시라도 버릇이 없는 아이라고 손가락질당할까 

봐 엄하게 야단치며 길렀다. (3점) 

① 밉건마는 ② ③미울수록  미우랴마는 ④ 미울지라도 

14．どうして年老いて生んだ子供が、憎いだろうか、もしかしたら癖がない子だと後ろ指差されるかもと、しかりつけ

ながら育てた。 

①憎いけれども②憎むように③憎むか④憎もうとも 

 



어찌 

<1> [부사] どう;どんなに。 

<2> [부사] どうして;何で 

늦-둥이 

<1> [명사] 年老いて生んだ子。 

<2> [명사] ぼんやりしていてはきはきしない者;のろま。 

낳다 1 

<1> [타동사] (子·卵などを)産む。 

<2> [타동사] (結果を)生む;生じる;作る;もたらす。 

버릇 

<1> [명사] 癖。 

<2> [명사] 習性;習癖。 

엄-하다 [嚴―] 

<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ きびしい;厳重である。 

<2> ｛형용사·여 불규칙활용｝ 厳格である;容赦ない。 

야ː단-치다 

<1> [자동사][타동사] 叱りつける。 

<2> [자동사][타동사] やたらに騒ぐ。 

-건마는 

<어미> 用言の語幹や時制の‘-았-·-었-·-겠-’または尊敬の意味を表わす‘-시-’に付く従属的連結語尾。 

前述したことを既定事実または当然な事実と認めるか, または推しはかって後に来る事柄をこれに対立させる意

を表わす：…だが;…だけれども;…だのに。 

-랴 

<1> <어미> 母音で終わる語幹や尊敬の意味を表わす‘-시-’に付く終結語尾。 子音で終わる語幹には媒介

母音‘으’を添える。 反語的な疑問を表わす：…(する)か；…(する)ものか;…(する)であろうか;…(し)ようか。 

<2> <어미> 母音で終わる動詞の語幹に付く疑問形の終結語尾。 子音で終わる語幹には媒介母音‘으’を

添える。 自分のしようとすることに対して相手の意志を尋ねる:…(し)ようか；…(して)やろうか;…(する)か。 

-마 

<어미> 母音や‘ㄹ’で終わる動詞の語幹に付いて, 目下の者に承諾·約束の意を表わす終結語尾:…(して)や

ろう;…(し)よう。 

※ [15～16] 다음 밑줄 친 부분이 틀린 것을 고르십시오. 

15. (4점) 

① 가끔씩은 자식의 잘못을 보고도 못 본 척 눈을 감아 주어야 한다. 

② 경제적인 문제로 바가지를 긁는 것은 부부간에 피해야 할 일이다. 

③ 더 이상 희망이 보이지 않기 때문에 우리는 그 사업에서 손을 덜 예정이다. 

④ 대학 입시에서 미역국을 먹지 않기 위해서 자는 시간을 줄이고 공부에 집중했다. 



 

 

①時々子供の間違いを見ても、見ないふりをしながら目をつぶってあげなければならない 

②経済的問題で、ひざこを掻く（ガミガミ言う）ことは、夫婦間に避けなければならないことだ 

③これ以上を希望を見せないため、私たちが事業から手を抜く予定だ。 

④大学入試に滑らないために、私は時間を切り詰めて勉強に集中した。 

 

줄이다 

[타동사] 減らす;少なくする;小さくする;縮める;(出費を)切り詰める。 

 

16. (3점) 

① 바야흐로 따뜻한 군고구마가 그리워지는 계절이 돌아왔다. 

② 오래된 피아노 한 대만이 먼지를 뒤집어쓴 채 덩그러니 놓여 있다. 

③ 담벼락에 기대어 초조히 기다리는 우리의 발 아래로 낙엽만 수북이 쌓여있다. 

④ 그 사람이 무사히 구출되었다는 소식을 듣고서야 우리는 미처 안도의 한숨을 쉬었다. 

 

① いまや、温かい焼き芋が懐かしい季節に入ってきた。 

② 古いピアノ 1 台だけが、ほこりをかぶったままさびしくおいてある。 

③ 壁にもたれ、イライラして待つ私たちの、足元でうずたかく積もっている 

④ その人が無事に救出されたという消息をきいて、私たちはまだ、安堵の一息をついた。 

 

바야흐로 

[부사] 今や;今こそ;まさに。 

군ː-고ː구마 

[명사] 焼きいも。 

덩그렇다 

<1> ｛형용사·ㅎ 불규칙활용｝ 高くそびえて堂々としている。 

<2> ｛형용사·ㅎ 불규칙활용｝ (大きな建物などの中が)がらんとしてさびしい。 

담-벼락 

<1> [명사] 壁;壁面;塀や壁の面。 

<2> [명사] 愚かで强情な人をたとえていう語。 

초조히 기다리다. → 초조 

いらいらして待つ。 

낙엽 [落葉] 

[명사] 落葉。 

<1> [명사] 葉が木の枝から落ちること。 



수북-이 

<1> [부사] うずたかく;山盛りに。 

<2> [부사] むくんでいるさま。 

미처 

[부사] ‘못하다·모르다’などとともに用いられて)ある時間·場所·段階に至らないさまを表わす:まだ;かつて;そこま

では。 

ちなみに・・・ようやく [漸く]   

1. [부사] 차츰. 차차. 점차로. 

2. [부사] 겨우. 가까스로. 간신히. 이럭저럭. 

 

※ [17～18] 다음 ( ) 안에 공통으로 들어갈 단어를 고르십시오. (각 3점) 

17. 

별 ( ) 없이 임무를 완성할 수 있게 되어서 다행이다. 

그 사람은 다 좋은데 입이 험한 게 ( )이다. 

온갖 동물 모양의 ( )을 쓰고 가장행렬을 벌였다. 

① 흉 ② 턱 ③ 흠 ④ 탈 

 

（差し支えなく）任務を完成するようになって、よかった 

この日とは、すべていいが、気性が激しいのが（きずだ） 

すべての動物模様の（仮面）をかぶって仮装行列をした 

答えは④ 

 

험ː-하다 [險─] 

｛형용사·여 불규칙활용｝ 険しい。 

<1> ｛형용사·여 불규칙활용｝ (地勢や天気が)けわしい。 

흉 

<1> [명사] 傷跡。 

<2> [명사] 欠点;あら。 

턱 1 

<1> [명사] 顎。 

<2> [명사] あごの外の部分。 

흠  [ː 欠] 

<1> [명사] 傷;きずあと。〔동의어〕흉. 

<2> [명사] (品物の)きず;ひび。 

탈ː 

<1> [명사] (紙·木·土などでつくった演劇·舞踊用の)面;マスク。 



<2> [명사] 内心をかくして猫をかぶった顔;仮面。 

사람은 좋은데 비쌔는 게 탈이다. → 비ː쌔다 

好人物ではあるがよく打ち解けないのがきずだ。 

온ː갖 

[관형사] あらゆる;すべての;いろいろの 

별탈없이   これという差し支えなく 

벌ː이다 

<1> [타동사] (仕事を)始める;手をつける;着手する。 

<2> [타동사] (いくつかの物を)並べる;陳列する。 

 

18.  

감을 꼬챙이에 ( ) 말리면 곶감이 된다. 

그는 외국 사람인데도 한국의 역사를 두루 ( ). 

거짓말을 들키지 않으려고 동생과 이야기를 ( ) 맞췄다. 

① 꿰다 ② 내다 ③ 끼다 ④ 짓다 

 

柿をくしに（）干せば、干し柿になる 

彼は、外国人だが、韓国の歴史をあまねく（） 

嘘がばれないように、弟と話を（）あわせた 

①通す②出す③立ち込める④立てる 

 

꿰ː다 

<1> [타동사] (糸などを針穴に)通す。 

<2> [타동사] くし刺しにする;つき通す。 

끼ː다 1 

<1> [자동사] (水蒸気·霧·煙などが)立ちこめる;かかる;煙る;こもる。 

<2> [자동사] (垢·埃などが)つく;たまる。 

짓ː다 

<1> ｛타동사·ㅅ 불규칙활용｝ (建物などを)建てる。 

<2> ｛타동 ·사ㅅ 불규칙활용｝ (飯などを)炊く。 

꼬챙이 

[명사] 串。 /쇠고기를 ~에 꿰어 굽다. 牛肉を串に刺して焼く。〔준말〕꼬치 

두루 

[부사] あまねく;満遍なく;漏れなく。 

들키다 

[자동사] 見つかる;ばれる。 



맞추다 

<1> [타동사] 合わせる;(基準·標準に)一致させる。 

<2> [타동사] (二つのものを)ぴったりさせる。 

 

 

※ [19～20] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. (각 3점) 

독서를 하다 보면 그 책을 쓴 저자의 생각에 우리의 생각이 ( ㉠ ) 여행은 그렇지 않다. 

자기의 눈으로 직접 보고 스스로 ( ㉡ ) 그 체험으로 자기 자신을 채워 가기 때문이다. 

 

読書をしてみれば、その本を書いた著者の考えに私たちの考えが( ㉠ ) 旅行はそうではない。自分の目で直接

見て、自分自身で( ㉡ )その経験で、自分自身を満た行くからだ。 

 

채우다 3 

<1> [타동사] (いっぱいに)満たす;詰める。 

<2> [타동사] (欲望などを)満たす;充足させる;肥やす。 

 

19. ㉠에 알맞은 말을 고르십시오. 

① 이끌려가는 바에야 ② 이끌려가기가 무섭게 

③ 이끌려가기 십상이지만 ④ 이끌려가는 것은 고사하고 

 

19. ㉠に合う言葉を選びなさい 

① 導かれる所には②導かれるのが怖く③導かれるのがぴったりだが 

④ひかれることは差し置いて 

 

이끌리다 

[자동사] ‘이끌다’の受動:引かれる;引っ張られる。 

바에야   ところには 

십상 [←十成] 

<1> [명사] あつらえ向き；好都合;希望していたとおりのこと;ぴったり。 

<2> [명사] (副詞的に)好都合に;あつらえ向きに;ちょうど;ぴったり。 

고사-하고 [姑捨―] 

[부사] …おろか;…ともかく;…さておき;…さしおいて。 

 

20. ㉡에 알맞은 말을 고르십시오. 

① 느끼자니 ② 느끼기는커녕 

③ 느끼는 것이니만큼 ④ 느끼는 것이기로서니 



20. ㉡に合う言葉を選びなさい。 

①感じようとするので②感じるどころか③感じるほど④感じることといえ 

 

-자 

<1> <어미> 同輩または目下の者に勧誘の意を表わす終結語尾：…しよう。 

<2> <어미> しようとする気持ちを表わす接続語尾：…しようと。 

-니 2 

<1> <어미> 母音で終わる語幹や尊敬の意味を表わす‘-시-’に付く従属的な連結語尾(子音で終わる語幹

につくときは媒介母音‘으’を挿入する)。 

1. <어미> 次に述べる事柄に対する原因·理由を表わして:…ので;…(だ)から。 

이니 1 

[조사] 子音で終わる体言の後に付いて用いられる連結形叙述格助詞。 

<1> [조사] 前の語が後の語の理由·原因となることをあらわす:…だから。 

-기로서니 

<어미> ‘- ’기로 の强調語。 

-기로 

<1> <어미> 用言の語幹や時制の‘-았-·-었-·-겠-’または尊敬の意味を表わす‘-시-’に付いて理由·条件を

表わすときの連結語尾:…(な)ので;…だから。 

<2> <어미> 「いくら …だって;…とはいえ;…(だから)とて」の意を表わす連結語尾。 

 

※ [21～22] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 

편집이란 삶의 현실이 신문에 실리기까지 거치게 되는 모든 과정을 의미한다. 비록 하루치의 

( ㉠ ) 그 엄청나게 방대한 현실 세계를 겨우 몇 쪽의 지면에 다 담을 수 없음은 명백한 

일이다. 따라서 삶의 현실과 신문 지면 사이에 ㉡어찌할 수 없이 놓이게 된 여과 장치가 바로 

편집인 셈이다. 

 

編集とは、人生の現実が新聞に掲載まで経由される、すべての過程を意味する。たとえ一日分の( ㉠ )その思

いもよらない大きな現実世界の場合、わずか何方の紙面に盛ることができないのは明白なことだ。よって人生の

現実と新聞の紙面の差異に㉡やむを得ずおかれるようになったろ過装置がまさに、編集なわけだ。 

 

편집 [編輯] 

[ ·명사하다형 타동사] 編集。 

실리다 1 

[자동사] 掲載される。 

거치다 

<1> [자동사][타동사] (何かに引っかかって)ふれる;

すれる。 

<2> [자동사][타동사] 立ち寄る;経る;経由する。 

비록 

[부사] たとえ;もしそうであっても。 

하루-치 

[명사] 一日分；一日の分けまえ。 



엄청-나다 

[형용사] 思いもよらぬ程ひどい;予想外である;とてつ

もない;とほうもない;度外れだ;非常に多い[大きい]。 

방ː대 [厖大·尨大] 

[ ·명사하다형 형용사] 膨大;形や内容が非常に大

きいさま;数量が極めて多いさま。 

지면 [地面] 

[명사] 地面;地べた。 

담ː다 

<1> [타동사] (器に)盛る;よそう;入れる。 

<2> [타동사] (うわさ, 悪口などを)口にする;口に出

す;話題にする。 

 

 

21. ㉠에 알맞은 말을 고르십시오. (3점) 

① 것일망정 ② ③것이든지  것이기에 ④ 것이게끔 

 

21. ㉠に合う言葉を選びなさい 

① ことといえども②ことなのか③ことだから④ことであるように 

 

일망정 

[조사] 子音で終わる体言の後に付いて, 「(たとえ)…であるとも；…と言えども」の意を表わす連結形叙述格助

詞(母音のあとでは‘이’を省くこともある)。 

-기에 

<어미> 用言の語幹や時制の‘-았-·-었-·-겠-’に付く従属的連結語尾。 

<1> <어미> 原因·理由を表わす:…ので;…だから;…の理由で。 

-게끔 

<어미> 連結語尾‘- ’게 の强調語。 

 

22. ㉡과 바꾸어 쓸 때 알맞은 말을 고르십시오. (4점) 

① 불명확하게 ② ③불가피하게  무가치하게 ④ 무분별하게 

 

22. ㉡と書き換えるとき、合う言葉を選びなさい 

①不明確で②不可避で③無価値で④無分別で 

※ [23～24] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 

나는 한번도 목수가 되려고 생각한 적이 없었다. 그게 말이 쉽지 머리가 굵어지고 손이 굳은 

뒤에 목수가 되기란 감히 꿈에도 넘볼 일이 아니다. 그런데 어느 날 목수가 되고 싶었다. 

이렇게 ‘어느 날’이라고 말하는 것은 ㉠신중히 따져 볼 염도 내어 보지 않고 그저 그러고 

싶었다는 이야기다. 집 짓는 대목은 못 되더라도, 주변에 있는 나무를 주워 와 쓸모를 찾는 

( ㉡ ) 못할 것도 없겠다 싶었던 것이다. 

 

私は 1 度も大工になろうと考えてことはなかった。それが、簡単に頭が太くなって、手が固くなったあとに、大工にな



るというのは、恐れ多くも夢にも見下すことではない。しかし、いつか大工になりたかった。このように‘いつか’という

言葉は、㉠慎重に問うてみる、塩も出さず（ちゃんと考えていたわけではなく）ただ、そのようにしたいという話だ。家

を建てる大木は、悪かったとしても、周辺にある木をひろってきて使い道を捜す( ㉡ ) できないこともないだろう。

【うううーんさっぱり分からない。なんだこりゃ】 

 

목수 [木手] 

[명사] 大工。 

굵어-지다 

[자동사] 太くなる。 

굳다 2 

[형용사] かたい。 

<1> [형용사] (物体などが)固い;硬い。 

감ː히 [敢─] 

<1> [부사] おそれ多くも。 

<2> [부사] 敢えて;しいて;おしきって;ずうずうしくも;思

いきって。 

넘ː-보다 

<1> [타동사] (人を)見下げる;見下ろす;見くびる;軽

蔑する;侮る;ばかにする。 

<2> [타동사] ‘ ’넘어다보다 の縮約形。 

신ː중-히 [愼重-] 

[부사] 慎重に。 

따지다 

<1> [타동사] (物事の是非を)問う。 

<2> [타동사] 問い詰める;詰問する。 

염 [炎] 

[명사] ‘염증(炎症)’の縮約形。 

줍ː다 

｛타동사·ㅂ 불규칙활용｝ 拾う；拾い上げる；拾得

する。 

쓸-모 

[명사] 使い道;用途;取り柄。

 

 

23. ㉠과 바꾸어 쓸 때 알맞은 말을 고르십시오. (3점) 

① 감을 잡아 볼 ② 앞뒤를 재어 ③볼  눈길을 주어 볼 ④ 귀를 기울여 볼 

 

23. ㉠と書き換えるとき、合う言葉を選びなさい 

① 柿を捕まえてみる？？②利害を考えてみる③視線を上げてみる④耳を傾けてみる 

 

앞뒤(를) 재다 

《관용구》 利害などをあれこれと考えて見る。 

눈-길 1 

[명사] 視線。 

기울다 

<1> [자동사] 傾いている;斜めになっている。 

<2> [자동사] (自動詞的に)日や月が暮れる;傾く。 

 

24. ㉡에 알맞은 말을 고르십시오. (4점) 



① 목수이거늘 ② ③목수라서야  목수련마는 ④ 목수라면야 

 

24. ㉡に合う言葉を選びなさい 

①大工であれば②大工なので④大工であるはずだが④大工ならば 

 

이거늘 

[조사] 子音で終わる体言のあとに付く連結形叙述格助詞(母音のあとでは‘이’を省くこともある)。 

<1> [조사] …であれば；…であるので。 

-라서 

<어미> ‘ ’아니다 の語幹に付く従属的連結語尾。 原因や根拠を表わす:…(でない)ので；…でなくて。 

-련마는 

<어미> 母音で終わる語幹や尊敬の‘-시-’に付く従属的連結語尾。 子音で終わる語幹には媒介母音‘으’

を添える。 未来の出来事や仮定の事実を推測しつつ後のことばにこだわらない事を表わす:…(する)であろうに;…

だろうが;…するはずだが。〔준말〕-련만 

-라면 

<어미> ‘-라고 ’하면 の縮約形。 母音で終わる動詞の語幹や‘아니다’の語幹, または尊敬の意味を表わ

す‘-시-’に付く従属的連結語尾。 子音で終わる語幹には媒介母音‘으’を添える。 仮定の意を表わす:…な

らば；…であれば;…と言ったら。 

 

 

※ [25～27] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 

경남 김해에 위치한 고무 부품 업체인 한국산업은 고무 사업이 사양 산업이라는 ( ㉠ ) 30 여 

년 동안 ‘ ’고무 라는 한 우물을 팠다. 게다가 단 한번도 적자를 내지 않았다. ‘30년 외길, 30년 

흑자 ’경영 이라는 금자탑을 척박한 토양 위에서 꽃피운 것이다. 임성수 사장은 단순한 고무 

제품이 아닌 고무와 관련된 자동차 부품을 만든다면 자동차 수요가 늘어 날 경우 충분히 

가능성이 ( ㉡ ) 예상했다. 자동차 산업에 대한 임사장의 ( ㉢ )은/는 정확히 맞아떨어졌다. 

‘나무를 보지 말고 숲을 ’보라 는 말처럼 ‘ ’고무 가 아닌 ‘자동차’에 대한 전망을 보고 투자한 

것이 적중한 것이다. 

 

慶南金海に位置するゴム部品企業である韓国産業は、ゴム事業が西洋産業という( ㉠ )３０余年の間‘ゴム’

という一つの優れたものを売った。その上 1 度も赤字を出さなかった。’30 年一筋、30 年黒字経営‘という金字塔

を痩せた土壌の上に花を咲かせた。イム・ソンジュ社長は、単純なゴム製品ではないゴムと関連した自動車部品

をつくれば自動車需要が伸びる場合の十分な可能性を ( ㉡ )予想した。自動車産業に対するイム社長の

( ㉢ )は、正確に的中した。’木をみず、森を見ろ‘というように’ゴム‘ではなく’自動車‘について展望を見て投資

したことが、的中する。 

 



업체 [業體] 

[명사] 事業や企業の主体。 

우물 [尤物] 

[명사] 尤物。 

<1> [명사] 一番すぐれた物。 

적자 [赤子] 

<1> [명사] 赤子;乳飲み子。 

<2> [명사] (王が‘ ’백성 を指して)赤子;民。 

외-길 

[명사] 一筋道;一本筋の道。 

やせ-ち [瘦せ地]   

[명사] 척박한 땅. 척토. 박토(薄土). 〔반의어〕 

沃地. 

맞아-떨어지다 

<1> [자동사] (数値が)ぴったり合う。 

<2> [자동사] (予想などが)的中する。 

적중 [的中] 

[ ·명사하다형 자동사] 的中。 

<1> [ ·명사하다형 자동사] まとに当たること;命中。 

 

25. ㉠에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (3점) 

① 편견에 비해 ② 편견일 ③텐데  편견에 비추어 ④ 편견에도 불구하고 

 

25. ㉠に入る言葉を選びなさい 

①偏見をさけ②偏見だったが③偏見に映す④偏見にもかかわらず 

 

편견 [偏見] 

[명사] 偏見;かたよった見解;一方的な見方。 

비추다 

<1> [타동사] 光をあてて明るくする;照らす。 

<2> [타동사] (鏡などに)映す。 

 

26. ㉡에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (3점) 

① 있을 만치 ② ③있으리라고  있음으로써 ④ 있을까 하고 

 

26. ㉡に入る言葉を選びなさい 

①有るほど②あるはずだと③あるとして④あるかと思って 

 

만치   ほど 

 

27. ㉢에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (4점) 

① 탁상공론 ② ③선견지명  역지사지 ④ 임기응변 

 

27. ㉢に入る言葉を選びなさい 

① 卓上空論（机上の空論）②先見の明③易地思之（相手の立場に立って物事を考えること） 



④臨機応変 

 

탁상-공론 [卓上空論] 

[명사] 机上の空論。 

선견지-명 [先見之明] 

[명사] 先見の明;物事がおこる以前に見抜く見識。 

역지사지 

易地思之（相手の立場に立って物事を考えること） 

임기-응변 [臨機應變] 

[ ·명사하다형 자동사] 臨機応変;機に臨み変化に応じて適切な手段を施すこと。 

 

※ [28～30] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오. 

사람의 유전자 수가 2 만여 개 ( ㉠ )(으)로 꼬마선충이나 초파리등과 같은 벌레와 별반 

차이가 없다는 사실이 밝혀짐으로 해서 해묵은 유전 대 양육의 논쟁이 다시 불붙었다. 인간의 

행동이 유전에 의해 결정된다고 믿는 선천적 요인설과 그 반대로 환경과 접한 관계가 

있다고 주장하는 환경적 요인설 사이에 ( ㉡ )이/가 벌어진 것이다. 인간 게놈 프로젝트가 

시작된 초기에는 저울추가 한때 유전 쪽으로 기울었으나 인간의 유전자 수가 뜻밖에 적은 

것으로 ( ㉢ ) 환경이 중요하다는 의견에 힘이 실리고 있다. 

 

人の遺伝子の数が 2 万余個( ㉠ )で、小さい線虫や、ハエなどと同じ虫と別に差がないという事実が、明かされ

て、古い遺伝大養育の論争にまた火がついた。人間の行動が遺伝によって決定されると信じる先天的要因説と

その反対で、環境と密接な関係があると主張する環境的要因説の差異に( ㉡ )広がっている。人間ゲノムプロ

ジェクトが始まった初期には錘がひと時、遺伝的のほうに傾いた人間の遺伝子数が、案外少ないことで( ㉢ )環

境が重要だという意見の力がよみがえっている。 

 

꼬마 

<1> [명사] 小さい物;小形。 

<2> [명사] 背の低い子供または幼い子供の愛称:ち

び;ちびっこ。 

초-파리 [醋―] 

[명사] 『곤충』ショウジョウバエ(ショウジョウバエ科に

属するハエの総称)。 

벌레 

<1> [명사] 昆虫;虫。 

<2> [명사] (物事に)熱中する人。 

밝혀짐   明かされ 

해-묵다 

<1> [자동사] (品物が)年を越す;越年する。 

<2> [자동사] (仕事が)次の年に繰りこしになる。 

유전 [遺傳] 

[ ·명사하다형 자동사] 遺伝。 

양ː육 [養育] 

[ ·명사하다형 타동사] 養育;養い育てること。 

선천-적 [先天的] 

[관형사][명사] 先天的;生まれつき。 

요인설要因説 

환경 [環境] 



[명사] 環境。 

벌ː어-지다 

<1> [자동사] (すき間が)空く;空間ができる。 

<2> [자동사] (遮るものなく)広く開ける;広がる。 

저울-추 [―錘] 

[명사] 分銅;重り。 

한-때 

[명사] 一時;しばらくの間。 

 

28. ㉠에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (4점) 

① 나름 ② ③남짓  만큼 ④ 따위 

 

28. ㉠に入る、合う言葉を選びなさい 

①による②あまり③くらい④たぐい 

 

나름 

[의존명사] 一部の名詞や冠形詞形の語尾‘-ㄹ’に付いて：…次第；…よること；…にかかっていること。 

남짓 

[의존명사] (重さ·数量などの)余り;やや余ること;やや多めであること。 

만큼 1 

<1> [의존명사] 用言の語尾‘- ·ㄹ - ·을 - ·ㄴ -은’の後に続いて, 「それと同じ程度·限度」を表わす:…だけ;…くら

い；…程。 

<2> [의존명사] 用言の語尾‘- ·ㄴ - ·은 - ·는 - ·니 - ·으니 -느니’の後に続いて, 「そのような内容の根拠になるこ

と」を表わす:…から;…ので。 

따위 

<1> [의존명사] 例を挙げて, その例が代表するものであることを表わす語:…など；…のようなもの;…のたぐい。 

<2> [의존명사] 人·物事·程度などをあざけったりさげすんだりして言う語:…なんか;…なぞ;…みたいな(やつ·も

の);…の如き。 

 

29. ㉡에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (4점) 

① 입씨름 ② ③입방아  입버릇 ④ 입가심 

 

29. ㉡に入る、合う言葉を選びなさい 

①口げんか②うわさ③口癖④口直し 

 

입방아를 찧는다. → 입 

人のうわさをする;人のことをあれやこれやと言う。 

입-버릇 

[명사] 口ぐせ。 

입-가심 



<1> [명사] <하다형 자동사>まずい物や苦い薬などを食べたり, 飲んだりした後, その味を消すために別の物を

食べること, またその食べ物;口直し。 

<2> [명사] (西洋料理などで食欲をそそるために)食前に簡単に食べること, またその食べ物。 

 

30. ㉢에 들어갈 알맞은 말을 고르십시오. (3점) 

① 나타남에 반해 ② 나타난다면 몰라도 

③나타난다손 치더라도 ④ 나타남으로 말미암아 

 

30. ㉢に入る、合う言葉を選びなさい 

① あらわれたことに反して②あらわれればわからなくても 

③あらわれて手を打っても④あらわれたことによって 

 

 

반ː-하다 [反─] 

｛자동사·여 불규칙활용｝ 反する;反対する。 

말미암다 

<1> [자동사] …(に)原因する;…(に)よる;…(に)由来する。 

<2> [자동사] ‘말미암아’の形で:…(に)よって;…(の)ために。 

 


