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제2외국어/한문 역(일본어Ⅰ)

1. 그림 (a)～(d)에 해당하는 낱말  장음 개수가 같은 것은? [1 ]

(a) (b) (c) (d)

① (a), (b) ② (a), (c) ③ (a), (d)

④ (b), (c) ⑤ (b), (d)

2. <보기>의  친 부분과 한자 읽기가 같은 것은?

<보 기>

にもつは あそこに 置いて ください。

① 日本語を 教えて います。

② 私の ことを 覚えて いますか。

③ ここを 押すとドアが 開きます。

④ たんじょうびに 花を 贈りました。

⑤ この 川では 泳がないで ください。

3. 자 맞추기의 세로 에 들어갈 낱말에 해당하는 그림을 <보기>

에서 고른 것은? [1 ]

<보 기>

(a) (b) (c)

(d) (e)

① (a) ② (b) ③ (c) ④ (d) ⑤ (e)

4. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

◦人の ことには 口を 　　　　は いけません。

◦いそがしいだろうけど、ちょっと 顔を 　　 　ね。

① だして   ② いれて   ③ つけて   

④ みせて   ⑤ つかって

5. 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은?

妹 : おねえさん、早く 結婚したら？

姉 : 結婚は もう 少し に なりそうね。でも、私より 

に 結婚しないでよ。

① うち  ② さき ③ つぎ ④ まえ ⑤ うしろ

6. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로  

고른 것은?

<보 기>

a. なんで　　　　 b. なんて　　　　 c. なんと

① a  ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

7. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

ゆか : お母さん、ちょっと 出かけて くる。

母 : 晩ごはんは？

ゆか : いい。  

母 : わかった。じゃあ、いってらっしゃい。

ゆか : いってきます。

① おなか すいた。 ② 晩ごはんは 何？

③ お母さんと 食べる。 ④ 友だちと 食べて くる。

⑤ 晩ごはんは おいしいね。

8. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

加藤 : 木村さんは、

いつも 学校へ 。

木村 : まず、駅まで バスで 行きます。それから 1時間ぐらい 

電車に 乗ります。

加藤 : あ、そうですか。それは たいへんですね。

① どう 行けば いいですか

② どう やって 行くんですか

③ どう 行ったら いいんですか

④ どう やって 行きましょうか

⑤ どう 行ったら いいでしょうか

せ せ い

が せ い
が っ う

か ん

あの 駅の 名前、 

読むんですか。　 あ、あれは「しぶや｣ですよ。

제5교시

1

성명 수험 번호
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9. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

高橋 : はじめまして。高橋です。

鈴木 : はじめまして。鈴木です。

高橋 : 鈴木さんは どちらに 。

鈴木 : 東京銀行です。

① 会いますか ② お仕事ですか 

③ おさがしですか ④ おつとめですか

⑤ はたらきますか

10. 의 내용과 일치하는 것은? [1 ]

  今日は 家族と 近くの 海に 行こうと 思って いましたが、朝か

ら 雨が 降って いたので、行けませんでした。その かわりに、

家族 みんなで 映画を 見ました。おもしろい 映画でした。その 

後、カラオケに 行って 歌を 歌いました。海には 行けませんで

したが、たのしい 一日でした。

*かわり : 신  

① 雨が 降って いた ため、うちに いました。

② 友だちと カラオケで たのしく 歌いました。

③ 家族と 近くの 海に 行きましたが、雨が 降って きました。

④ 家族と カラオケに 行きましたが、映画は 見ませんでした。

⑤ 雨だったので、家族と 海に 行く かわりに 映画を 見ました。

11. 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것은?

  ① 食べたい！ ② おいしそう！

　③ お店の 名前は？ ④ すずしそうだね！

　⑤ 今度 つれて いって！

12. 빈칸에 들어갈 말로 가장 알맞은 것은?

A : いらっしゃいませ。今日は どう しますか。

B : 髪の 色を 明るく したいんですが。

A : そうですか。この 色は どうでしょうか。

B : いいですね。 。

① あかるすぎます ② かわいく なりました

③ それは けっこうです ④ よく 切って ください

⑤ それで おねがいします

13. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : はい、山本です。

B : 田中です。お父さんは いらっしゃいますか。

A : あのう、いま 。

B : では、また お電話します。失礼します。

① へやに います ② すぐ かわります

③ るすに して います ④ かえった ところです

⑤ おそく なると 言って いました

14. 일과표에 한 설명으로 알맞지 않은 것은? [1 ]

*ボランティア : 사활동

① あさ、しんぶんを よむ。

② おちゃを のんで やきゅうを する。

③ にっきを かく まえに テレビを みる。

④ ボランティアを してから テレビを みる。

⑤ ごぜんは おちゃを のみながら べんきょうする。

15. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : だれか コンピューターに くわしい 人、いない？

来週までに 会社の ホームページを 作って もらいたいん

だけど。

B : そうしたら、私が 。

A : わるいね。たのむよ。

① 作りましょうか ② 作って みました

③ 作ると おもいます ④ 作る ことに しました

⑤ 作る ことに なりました

16. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로 

고른 것은?

むすこ : お母さん、

ほしい ものが あるんだけど、 ？

はは  : 何？

むすこ : けいたいでんわ。

はは : それは まだ だめ。高校に はいったらね。

<보 기>

a. 買っても いい    b. 買って くれる    c. 買って くれない

① a ② c ③ a, b ④ b, c ⑤ a, b, c

今、学校の 近くで 友だちと

これ 食べてるよ。
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17. 게시 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

*カウンター : 카운터  *図書
と しょ

カード : 도서 카드

① 오래된 책은 빌릴 수 없다.

② 책은 세 권까지 빌릴 수 있다.

③ 사 은 2주일 동안 빌릴 수 있다.

④ 복사할 때는 도서 카드와 책을 보여 줘야 한다.

⑤ 복사는 오  8시부터 오후 6시까지 할 수 있다.

18. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것만을 <보기>에서 있는 로 

고른 것은?

A : すみません。この ぼうしは いくらですか。

B : 4,800円です。

A : 4,800円？  ありませんか。

B : では、こちらは どうですか。

<보 기>

a. ほかには    　　 b. もっと いい ことは

c. もう ちょっと やすいのは

① a ② b ③ a, c 

④ b, c ⑤ a, b, c

19. 빈칸에 들어갈 말로 알맞은 것은? [1 ]

① どうぞ ② おだいじに

③ おきのどくに ④ おかげさまで

⑤ おやすみなさい

20. 빈칸에 들어갈 말을 <보기>에서 찾아 순서 로 바르게 배열한 

것은?

  <インターネットを 見て いる>

A : ここ、前 泊まったって 言ってたよね。

B : 。

A : どうだった？

B : よかったよ。

。

A : 。

<보 기>

a. 私も 行って みたい

b.うん。夏休みに りょこうした 時に 泊まったよ

c. 料理も おいしかったし、部屋も きれいだったし

① a－c－b ② b－a－c ③ b－c－a

④ c－a－b ⑤ c－b－a

21. 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

* ~間
かん

: ~동안

① イさんは 日本で あまり 勉強しませんでした。

② イさんは よねんかん、日本の 大学に かよいました。

③ イさんは たくさん 旅行を して とても 楽しかったです。

④ イさんは 日本と 韓国の 文化は 変わらないと 思って います。

⑤ イさんは 韓国でも 会話の れんしゅうを つづける つもりです。

22. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

A : きのうの 話、彼に 言った？

B : いや、 (a) 。

A : 彼は (b)  人に 言って しまうから。

 　　 (a) 　    (b) 　　         (a)       (b)

① なにか － なにが      ② なにが － なんでも

③ なにも － なにが　  　 ④ なにも － なんでも

⑤ なにが － なにも

山田さん、おひさしぶりですね。

お元気ですか。 ええ、 。

山下先生

  こんにちは。

  私は 来週の 火曜日に 帰国します。日本での 一年間は

ほんとうに 早かったです。文化が 違って こまった ことも  

ありましたが、大学での 生活は とても 楽しかったです。

  日本に いる あいだ、旅行する 時間が ほとんど なかっ

たので ざんねんでした。また ぜひ 日本に 来たいと 思って 

います。韓国に 帰っても がんばって 会話の 練習を つづ

けます。

  一年間、たいへん お世話に なりました。これからも よろ

しく お願いします。

イㆍカンウ

yamasita@geemail.co.jp

山下先生、イㆍカンウです。

○○図書館

◆ 時間：午前 はちじから 午後 ろくじまで

◆ 本を 借りる とき

 ・さんさつまで にしゅうかん 借りる ことが できます。

 ・カウンターで 本と 図書カードを 見せて ください。

 ・辞書と 新しい ざっしは 借りる ことが できません。

◆ コピーする とき

 ・午前 じゅうじから 午後 ごじまで コピーする ことが できます。

 ・コピーする ときは カウンターの 人に きいて ください。
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* 확인 사항

◦답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인

하시오.

23. 의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

  韓国人が 日本の 家に 行って めずらしいと 思う ことの ひと

つは、トイレと ふろが ちがう 所に ある ことです。日本でも 

学生が 一人で すむような 家では トイレと ふろが いっしょの 

家も ありますが、ふつう 日本の 家は トイレと ふろが ちがう 

所に あります。トイレと 同じ 所では 心から ふろを 楽しむ 

ことが むずかしいでしょう。ふろが 好きな 日本人には ゆっくり  

ふろに はいる ことは とても 大切な ことです。

*トイレ :화장실  *一人
ひとり

で :혼자서  *楽
たの

しむ :즐기다

① 일본인은 목욕을 좋아해서 매일 목욕을 한다.

② 일본에는 학생이 혼자 사는 집에는 욕실이 없다.

③ 일반 으로 일본 집은 욕실과 화장실이 분리되어 있다.

④ 일본 학생은 화장실과 욕실이 같이 있는 집을 좋아한다.

⑤ 일본에서는 남의 집을 처음 방문해서 목욕을 하면 실례이다.

24. 화의 내용으로 알 수 있는 것은? [1 ]

ユナ :人が たくさん 集まってるね。

あの 人たちが 担いでる ものは 何？

まゆ :あれは「おみこし｣だよ。神様が 乗る 

もので おまつりの とき、みんなで かた

に 担いで 歩くの。

ユナ :へえ、あれが「おみこし｣か。

重そうだね。

  *担
かつ

ぐ :짊어지다　*神様
かみさま

:신

①「おみこし｣は かるいようだ。

②「おみこし｣は かみさまが のる ものだ。

③「おみこし｣の まわりに 人が すくない。

④「おみこし｣の 中に 鳥が たくさん いる。

⑤「おみこし｣は みんなで せなかに 担ぐ ものだ。

25. 의 내용과 일치하지 않는 것은? [1 ]

  日本人は ｢どうも｣と いう ことばを よく 使います。｢どうも｣

は ｢昨日は どうも｣や ｢どうも すみません｣など 他の ことばと 

いっしょに 使ったり、｢どうも｣だけで ｢ありがとう｣や ｢ごめん

なさい｣の 意味を 表したり します。また 人に 会った とき、あい

さつとして ｢どうも｣と 言います。｢甘い ものは どうも……｣の 

ように ｢好きでは ない｣と いう ことを はっきり 言いたく ない 

ときにも 使います。｢どうも｣は いろいろな 場面で 使われる 

とても 便利な ことばです。

*表
あらわ

す : 나타내다  *～として :～로써  *場面
ば めん

: 상황, 장면

① 사람을 만났을 때 ‘どうも’라고 인사한다.

② ‘どうも’는 다양한 상황에서 사용되는 말이다.

③ ‘どうも’는 다른 인사말과 함께 사용할 수 없다.

④ ‘どうも’는 인사 표 으로만 사용되는 것은 아니다.

⑤ ‘どうも’는 일본인이 자주 사용하는 편리한 말이다.

26.  친 부분의 쓰임이 옳지 않은 것은?

① これは みっつで いくらですか。

② こんどは 林さんに 勝ちたいです。

③ 上田さんを 代わって 私が 説明します。

④ バスを 降りて 10分ぐらい かかります。

⑤ あとで すてるから ここに 集めて ください。

27. 포스터의 빈칸에 공통으로 들어갈 말로 알맞은 것은? 

① きれい　 ② きれいに　 ③ きれいな　

④ きれいで ⑤ きれくて

28. 빈칸 (a)～(d)에 들어갈 자가 같은 것을 고른 것은?

◦テニスを 習 (a)て います。

◦今、走 (b)ても まにあいません。

◦今、くうこうに 着 (c)た ところです。

◦できるだけ 日本語で 話 (d)て ください。

① (a), (b) ② (a), (c) ③ (b), (c)

④ (b), (d) ⑤ (c), (d)

29. 문장의 표 이 옳은 것만을 있는 로 고른 것은?

a. 私は べんきょうが 上手でした。

b. おとうとが こなくて 心配しました。

c. 中村さんは 昔から 東京に 住みました。

① a ② b ③ a, c 

④ b, c ⑤ a, b, c

30. 빈칸 (a), (b)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

父 : あゆみ、もう ねた？

母 : 部屋の 電気が (a) から、まだ (b) みたいよ。

  　   (a)           (b) 　　  (a)           (b)

① ついた    － 起きた ② ついて ある － 起きる

③ ついて いる － 起きる　　 ④ ついて ある － 起きて いる

⑤ ついて いる － 起きて いる

   　   そうじしよう!    　   手を あらおう!
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