
おし

教えて！
かんこく

韓国ってどんなところ？



となり くに かんこく

お隣の国、韓国のこと
し

みんなはどれくらい知っている？

どんなところ？

た もの

食べ物は？

がっこうせいかつ

学校生活は？



わたし かんこく

私たちが韓国のことを
しょうかい

紹介するよ！

わたし かんこく むかし くに

私は韓国の昔の国
おおさま

「シラギ」の王様、
クヮニだよ！

わたし くに

私は「シラギ」の国
きさきさま

のお妃様、クミよ！

いま やく ねんまえ かんこく

シラギは今から、約1500年前の韓国だよ。
かんこく ならし こうりゅう

なんと、そのころから韓国と奈良市は交流をしてい
たんだよ。
つぎ かんこく くわ し

次のページから韓国のことを詳しく知ってみよう！



かんこく くに

韓国ってどんな国？

ビビンバ
うえ たまご

ごはんの上に卵・お
にく やさい の ま

肉・野菜を乗せて混ぜ
た

て食べる

ごおり

ピンス（かき氷）
ごおり

これはメロンのかき氷

かんこく

韓国

にほん

日本

やきにく

サムギョプサル（焼肉）
やさい にく

キムチ、野菜などとお肉を
いっしょ た

一緒に食べる



こんにちは
アンニョンハセヨ

안녕하세요

ありがとう
カムサハムニダ
감사합니다

あ

また 会いましょう
ト マンナヨ
또만나요



かんこく はい

韓国でレストランに入ると…

なに たの りょうり はこ き

まだ何も頼んでないのに、料理が運ばれて来たよ！

たの かね と

頼んでないのに、お金を取られちゃうの？！
おも

と思ったら…

ぜんぶ かんこく はじ む

なんと全部サービス！韓国では、初めからおかずが無
りょう で

料で出てくるよ

かんこく ぶんか

韓国のびっくり文化①



えいご き と ちゅう ひこうき

英語の聞き取りテスト中、飛行機を
と

飛ばしてはいけないよ！
ひこうき おと

（飛行機の音がうるさいから）

かんこく がくせいたち

韓国の学生達にとって
だいじ おこな だいがくじゅけん ひ

大事なテストが行われる大学受験の日

ひ かんこくじゅう じゅけんせい きょうりょく

この日は韓国中で受験生に協力します！

ちこく とき

もし、遅刻してしまった時は・・・

けいさつ かいじょう つ い

警察が会場まで連れて行ってくれるよ！

かんこく ぶんか

韓国のびっくり文化②



かんこく がっこうせいかつ

韓国の学校生活
がっこうせいかつ

学校生活
がっこう はじ にほん ちが がつ

学校が始まるのは、日本と違って３月からだよ！
がつまつ がつ なが ふゆやす

そのうち１２月末から２月までに長い冬休みがある
なつやす がつちゅうじゅん がつちゅうじゅん

よ。夏休みは、７月中旬から８月中旬までのおよそ
かげつ

１カ月あるよ。
かんこく きび じゅけん

また、韓国にはとても厳しい受験があ
こ たち べんきょうねっしん がっ

るから、子ども達は勉強熱心だよ！学
こう じゅぎょう お あと じゅく よるおそ

校の授業が終わった後も、塾に夜遅く
かよ ひと

まで通う人が多いよ。

かんこく きゅうしょく

韓国の給食
かんこく がっこう きゅうしょく にほん に

韓国の学校にも給食があるよ。日本と似ていて、ご
はん しるもの か

飯や汁物の、おかずがあるよ。キムチも欠かせない
ね！



かんこく あくしゅ とき き

１．韓国で握手をする時に気をつける
ことはどれかな？

みぎひじ ひだりて そ

①右肘に左手を添える
あいて て つよ にぎ

②相手の手を強く握る
にぎ て じょうげ ゆ

③握った手を上下に揺らす

かんこく たんじょうび た もの

２．韓国で誕生日に食べる物はどれかな？

①わかめスープ
もち

②お餅

③キムチ

かんこく

韓国なるほど！クイズ

こた つぎ

答えは次のページへ



こた
クイズの答え

みぎひじ ひだりて そ

１．①右肘に左手を添える
としうえ ひと あくしゅ とき あくしゅ ほう て みぎひじ

年上の人と握手をする時は、握手をしない方の手を右肘
かる そ

に軽く添えるよ。
りょうて あくしゅ かんたん あいて

これは、両手で握手をすることを簡単にして、相手に
そんけい きも つた あくしゅ

尊敬している気持ちを伝える握手なんだよ。

２．①わかめスープ
かんこく かあ あか う とき

韓国では、お母さんが赤ちゃんを産んだ時に
た

わかめスープを食べるよ。
かあ かんしゃ きも わす

お母さんへの感謝の気持ちを忘れないよう
たんじょうび た

誕生日にわかめスープを食べるんだ！

ほか とくべつ ひ た

他にもあるよ！特別な日の食べもの
かんこく けっこんしき あか う にち

韓国では、結婚式や、赤ちゃんが生まれて100日のお
いわ とき かんこく た

祝いなどの時に、チャプチェ（韓国のハルサメ）を食
かたち ほそなが なが つ

べるよ！チャプチェの形が細長いことから、長くお付
あ いみ こ

き合いをしましょうという意味が込められているんだ。
だいじ とき だいふくもち た

また、大事なテストの時には、大福餅を食べるよ！
かんこくご ごうかく ひょうげん

韓国語で「合格する」ことを「つく」と表現すること
だいふく

から、べとべとしてどこにでもよく「くっつく」大福
もち ごうかく いみ

餅のように、テストにも合格するぞ、という意味だよ。



かんこく ならし

韓国と奈良市のつながり

かんこく けいしゅうし ならし しまいとし

韓国にある慶州市と奈良市は姉妹都市になっているよ！
しまいとし なかよ やくそく

姉妹都市とは、「仲良くしましょう」という約束をして
こうりゅう とし

交流をしている都市のことだよ。
ならし かんこく にほんこくない かいがい しまい

奈良市は韓国だけじゃなくて、日本国内や海外にも姉妹
とし

都市があるよ！

ならし ほか ちゅうごく

奈良市は他に、中国、オーストラリア、
こうりゅう

フランス、スペインにも、交流している
とし

都市があるよ！

せいあんし

西安市

ようしゅうし

揚州市



ぬ え

塗り絵をしよう♪

ならしやくしょ かんこうせんりゃくか

奈良市役所 観光戦略課
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