




まえがきにかえて

韓国語能力試験（TOPIK）Ⅱ
合格のために

　「TOPIKⅡを受験したいけれど、どのように勉強したらいいのかわからない」とい

う声をよく耳にします。当初1級～ 6 級までの各級別に出題されていたTOPIK は、

2006 年からは 3 級と4 級を統合して中級に、5級と6 級を統合して上級に改編され、

さらに 2014 年からは中級 (3 級・4 級 )と上級（5 級・6 級）が統合して TOPIKⅡと

して改編されました。その結果、従来の 3 級から6 級までの 4つの試験が一つの試験

として実施されることになり、出題の範囲も極めて広くなっています。当然、受験者にとっ

ては試験準備のポイントがつかみにくく、どのように勉強すればいいかという疑問や戸

惑いの声が上がっています。

　本書はこのような現状を踏まえて、中級から上級までの幅広い受験者が TOPIKⅡの
聞き取りと作文の出題内容と学習ポイントをおさえ、効率的な試験準備ができるように、
詳細な試験内容の分析と実戦的な練習問題及び合格資料で構成しました。構成におけ

る特長は次のようにまとめられます。

　本書で提示された様々な類型の問題を解くことによって、TOPIKⅡの聞き取りと作

文問題の出題内容と学習事項を的確に把握し、本試験に備えることができるはずです。 

本試験の練習・対策用として、また学習成果の総合的な確認用として大いに活用してく

ださい。

　みなさんのさらなる韓国語力の向上とTOPIKⅡ各級の合格を願います。

李　昌圭

❶ 過去問を詳細に分析して出題内容を類型別に体系的に整理。
　  出題内容と傾向、学習すべき内容が体系的に分かります。

❷ 問題類型別に重要な学習ポイントをまとめて「合格資料」として提示。
　  問題別の類型と傾向、頻出語句、選択肢、文法事項などが一目で分かります。

❸ 実戦的な練習問題を類型別にまとめて本試験の出題順に提示。
　  類型別にまとめた豊富な練習問題と資料を実戦的に練習できます。

❹ 約5時間分の本試験と同じ実戦的な聞き取り用音声をCD-ROMに収録。
　  韓国現地の声優によって収録された実戦的な音声で繰り返し練習でき、聴解力

　  が鍛えられます。
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  ［次を聞いて適切なイラストを選びなさい。］

▶▶▶ 本番の試験での問題間隔は約12秒です。ここではCDの一時停止を利用して間隔

を適宜調整しながら聞いてください。問題文の読み上げは1回だけです。

1 イラストとグラフ選択問題
解答  

▶台本はp.240、解説はp.309



聞
き
取
り
編
（１）

１

第１章  聞き取り編（１）｜51

解答  

▶解説はp.310
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１ イラストとグラフ選択問題
解答  

▶台本はp.240、解説はp.310



聞
き
取
り
編
（１）

１

第１章  聞き取り編（１）｜53

解答  

▶解説はp.310
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１ イラストとグラフ選択問題
解答  

▶台本はp.241、解説はp.310



聞
き
取
り
編
（１）

１

第１章  聞き取り編（１）｜55

解答  

▶解説はp.311
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１ イラストとグラフ選択問題

취미 생활을 하는 비율 취미 생활을 하는 비율

취미 생활을 안 하는 이유(남자)

 
 

 

취미 생활을 안 하는 이유(여자)

헤어지는 이유 헤어지는 이유

 

이별을 통보하는 방법 이별을 통보하는 방법

解答  

▶台本はp.241、解説はp.311



聞
き
取
り
編
（１）

１

第１章  聞き取り編（１）｜57

이용객 수(만명) 이용객 수(만명)

이용객 비율 이용객 비율

출퇴근 시 소요시간(분) 출퇴근 시 소요시간(분)

출퇴근 시 교통수단 출퇴근 시 교통수단

解答  

▶解説はp.311
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第７章  解説編｜295
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聞き取り編（１）第1章

41回

女：ミンスさん、これはここに植えるんですか。
男：はい。もう少し掘れば良いのでちょっとだけ持っていてください。
女：　 分かりました。ところで植え終わったら水をたっぷりかけないとい

けませんね。

37回
女：あれ？パスワードを正しく押したのにどうして開かないんだろう。
男：僕が一度やってみます。本当にだめですね。
女：故障したようです。私が行って警備の方を呼んで来ます。

33 回
男：この絵の位置はどうですか。ここにかければ良いですか。
女：いいえ。少しだけ下げてください。ちょっと高いようです。
男：じゃあ、この辺？

31回
女：どうしてこんなに怪我をしたんですか。
男：階段で転びましたが、大きい怪我ではありません。
女：運がよかったですね。早く退院できたらいいですね。

30 回
女：人も多いからこのまま歩いて行きましょうか。
男：6階まで行くのにしんどくないですか。
女：待つ時間が長くかかりそうです。このまま階段で行きましょう。

36回

男：スミさん , こっちです。旅行は楽しかったですか。
女：はい、でも飛行機に長く乗っていたせいかちょっと疲れますね。
　　だいぶ待ちましたか。
男：いいえ。かばんこちらにください。僕が持ちます。

35回

女：これちょっと見てもらえますか。服にコーヒーをこぼしました。
男：　 ちょっと見せてください。うーん…、洗濯すればきれいになると思

います。いつまでで良いですか。
女：明日までやってください。

34 回
男：セーターはタンスの引き出しに入れましょうか。
女：いいえ。上のほうのハンガーにかけてください。

32回
女：あら、どこかで音楽の音が聞こえます。
男：あそこの公園で公演をしているようです。私たちも見に行きましょう。

29 回

女：　 はどこに行ったんだろう？帰らなければいけないのに車の が見
えないわ。

男：そうですか。うーん、あ、ここにあります。
女：あ、その下に落ちていたんですね。

既出の「イラスト選択」の問題文例 p.22合格資料 1
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第７章  解説編｜297

28 回

女：　 ノートパソコン、そんな風に膝の上に置いて使ってはだめ。やけど
する可能性もあるんだって。

男：　 ちょっと使うだけなのにやけどまでするのかな。
女：　 でも、そこのテーブルの上に置いて使って。

27回

男：　 スミさん、ここで何をしていますか。もう滑らないんですか。
女：　 さっき転んだところが痛くてちょっと休んでいました。
男：　 そうですか。じゃあ、休んでいてください。僕はもう一回り滑って

来ますから。

26回

女：　 ここにちょっと座ってから行きましょう。
男：　 そうしましょう。美術館が思ったよりかなり広いですね。
　　おお、こうして見ると作品も格別に新しく見えますね。
女：　 そうでしょう。立って見るときとは違う感じです。

24 回

女：　 あの、この前のバス停で財布を拾いましたが、これ持ち主に返して
ください。

男：　 あ、はい。この届け書に書いてください。お名前と連絡先、落とし
物を拾った時間と場所を書いて、下にサインをしてください。

23 回

男：　 さあ、もう手を離すよ。ハンドルをしっかり握って前だけ見て行か
ないとだめだよ。

女：　 え、離さないで！転びそう。
男：　 僕が後からついて行くから心配しないで。

21回

女：　 久しぶりに山登りをするせいかきついですね。頂上までどれくらい
残っていますか。

男：　 あと 30 分くらいは行かないといけません。しばらく休んでから行き
ましょう。さあ、この水もちょっと飲んで。

19 回

女：　 申し訳ありませんが、博物館内にはカメラを持ち込むことはできま
せん。

男：　 それじゃこのカメラはどうしたらいいですか。
女：　 こちらでお預かりしますのでお帰りの際取りにいらしてください。

20 回
女：すみません、残った料理をちょっと包んでもらえますか。
男：はい、お客様、少々お待ちください。

25回
女：電気が切れたんですけど、ちょっと電球を付け替えてもらえませんか。
男：わかりました。それじゃちょっとこの椅子押さえてくれますか。
女：ええ、そうしましょう。気をつけてやってくださいね。

22回
女：この部屋は窓も大きくてとても良いですね。
男：お気に召されましたか。家具も揃っていてとても快適ですよ。
女：ええ、それではこの部屋にします。

18 回
男：　 わー、面白そう。僕たちこれに乗りましょうか。
女：　 あんな高く上がるのはちょっと怖いんだけど……。
男：　 それならあれはどうですか。子供たちもよく乗るんですよ。
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17回
女：　 待っている人がすごく多いですね。また今度見に来ましょうか。
男：　 ここまで来たんだから見て帰りましょう。僕この映画すごく見たかっ

たんです。

16回
女：　 あ、ドラマが始まる時間だ。サッカーを見るのはもうやめない？
　　試合もほぼ終わってるじゃない。
男：　 ５分しか残ってないんだから、これ最後まで見てドラマ見ようよ。

15回
男：ではこっちを見てください。いち、に、さん。はい、結構です。
女：いつ取りに来ればいいですか。

41回

男：　 みなさん、もしかして飛行機を利用したとき荷物がなくなったり遅
く着いたりしたことがありますか。ある報告書によると 2006年から
2014 年までの間、飛行機の手荷物事故数は 2010 年に最高で、その
後減少しています。事故の種類としては荷物が遅く到着する遅延事
故が最も多くて、かばんの中のものが割れる破損事故、そして紛失
がそれぞれその次に続きました。

37回

男：　 30 代女性を対象として化粧品の購入先を調べた結果、化粧品専門売
り場を最も多く利用していることがわかりました。その次にはデパー
トと大型スーパーマーケットが続きましたが、デパートの利用客は
去年に比べて大きく減少した結果が出ました。

36回

男：　 大学生を対象として大学教育を受けようとする目的を調査した結果
「良い職業を得るため」という回答が最も多く、「能力の啓発」と「知
識習得」が続きました。これは進学率は高くなりましたが、就業率
は低くなる現実に対する学生たちの悩みを反映しているものとみら
れます。

35回

男：　 スマホの使用者が増えるとともにモバイルショッピングの利用客が
急激に増加したことがわかりました。20代が最も多く利用し、10代
がその後に続きました。相変らずパソコンでショッピングをしてい
る人が多いですが、これからモバイルショッピングの利用客がさら
に増えるものと予想されます。

既出の「グラフ選択」の問題文例 p.24合格資料 2

37回
男：スジンさん、来週からボランティア活動に行くんですって？
女：はい、ぜひやってみたかったことなので休みを取りました。
男：【正答】❷ そんなにやりたかったとは知りませんでした。

36回 女：　 家族とキャンプに行きたかったけど、あれこれ買わなければならな

既出の「対話の続きの話選択」の問題文例 p.26合格資料 3
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いものが多すぎて行けなかったの。
男：　 テントのようにキャンプに必要なものがすべて揃えられたところが

あると聞いたけど。
女：　  【正答】❸ そうなの？前もって知っていたら良かったのに。

35回

女：　 あの、急に雨が降ったので伺いますが、いまも傘を貸し出していま
すか。

男：　 すみません。傘の貸し出しサービスは先月から中止になりました。
　　傘を返す方が少なすぎてサービスを続けるのが難しくなりまして。
女：　 【正答】❹ 必要な時に借りられて良かったのに、残念ですね。

27回

男：　 もしもし。パク・チュヌです。
女：　 パク・チュヌ様、こんにちは。こちらは韓国眼科ですが、今日の２

時に予約されていますよね。そこで明日に予約を変えていただけな
いでしょうか。先生に急用ができましたので。

男：【正答】❹ 明日は私に時間がないのですが、どうしましょう。

29 回

男：　 遅くまで働いたらちょっとお腹がすきましたね。1階の売店は開いて
るでしょうか。

女：　 いつも 10時までやっているから開いていると思いますよ。
男：　 【正答】❶ じゃあ、食べ物をちょっと買って来ます。

28 回

男：　 ソウル食堂ですか。先程そこでお昼を食べて、かばんを置いて来た
ようですが、もしかしてそこに黒いかばんはありませんか。

女：あ、はい。こちらにあります。
男：【正答】❸ それでは夕方に取りに行きます。

34 回
男：課長、掲示板に貼る案内文を全部作りました。
女：どれどれ、見てみましょうか。うーん…、いいですね。
男： 【正答】❸ それではこのまま掲示板に貼りますか。

26回
男：カン室長、今度の新入社員はどうですか。ちゃんと学んでいますか。
女：一生懸命やってはいますが、まだちょっと不慣れです。

33 回
女：キム代理、頼んだ会議資料はうまく行っていますか。
男：ほぼ終わっています。いま差し上げましょうか。
女：【正答】❸ 会議の前までにくれれば良いです。

32回
男：これで合っている？どうもこの道ではないような気がする。
女：そうなの。この地図が間違っているみたい。どうしよう？
男：【正答】❹ あそこを通る人に一度聞いてみよう。

30 回
女：ミンスはどうして欠席までしたんだろう。
男：連絡もなしに来なかったことはなかったのに。
女：【正答】❹ 何があったのか電話してみようか。

31回
女：室内の空気がちょっと息苦しい感じがします。
男：そうですか。それじゃ、窓をちょっと開けておきましょうか。
女：【正答】❷ はい、少しだけ開けてください。
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既出の「対話後の女性の行動選択」の問題文例 p.31合格資料 4

41回

女：　 とても眠い。まだ読まなければならない本も多いのに…。
男：　 眠たいなら寮に帰って早く寝て朝起きてからするとか…。
女：　 私は朝遅くまで寝る習慣があるので早く起きられません。目覚まし

にちょっと出かけて散歩したいです。帰ってくる時コーヒーでも買っ
て来ましょうか。先輩。

男：　 いいや、大丈夫。さっき飲んだよ。
【正答】❸ 散歩をする。

37回

男：　 キム室長、新製品の説明会準備はうまく行っていますか。
女：　 はい、しかし説明会の資料がまだ届いていません。
　　案内を手伝ってくれる人も少し足りませんし。
男：　 では、資料製作会社に一度電話してみてください。
　　私は手伝ってくれるアルバイトの学生を集められるか調べてみます。
女：　 ええ、そうしましょう。ではまた後で。
【正答】❸ 説明会の資料製作会社に電話する。

36回

女：　 うちのカーテンをちょっと変えようと思いますが。
男：　 こちらに来て見てください。パンフレットにもたくさんありますか

らご覧ください。
女：　 うーん…。店にはこれといって気に入るものがないからパンフレッ

25回

女：　 あの、ボイラー（床暖房機）をつけても暖かくならなくて。この前
直したのにまたなんです。

男：　 あぁ、そうですか。それでは私どもが今から伺ってもよろしいですか。
女：【正答】❹ 外出しなくてはいけないので午後がいいです。

22回

男：　 わぁ、最近この映画がすごい人気だっていうけど、映画館が本当に
混んでいますね。

女：　 本当にそうですね。チケットを買うのに相当かかりそうですね。
男：【正答】❸ 先に買っておけばよかったです。

23 回
女：昨日一日中家を見て歩き回ったのに気に入った家がないんです。
男：ちょうど引っ越しシーズンだから家探しが簡単じゃないそうですよ。
女：【正答】❸ だから家が見つからないんじゃないかと心配です。

24 回

女：　 すみません、シャツのここに何かちょっと付いているんですけど、洗
えばとれますか。

男：　 見てみましょう。そうですね、これは洗ってみないことにはわかり
ませんね。

女：　 【正答】❷ 新しく買ったものだから何とか消してくださると助かります。

男：【正答】❶ 一つずつしっかり教えてみてください。

※31、29、28、26、24回は男性の行動を選択する問題である。
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トをみてみます。
男：　 では、おかけになってゆっくり見てください。気に入るものがあれ

ばご自宅に持って行ってお付けします。
【正答】❶ パンフレットからカーテンを選ぶ。

35回

男：　 カン先生、今度の現場学習はどこに行けば良いでしょうか。
女：　 そうねぇ…、安全教育体験館はどうですか。地震のような自然災害

を体験してみると学生たちにも有益だと思いますよ。
男：　 それが良いですね。具体的にどのようなプログラムがあるのか調べ

てみなければなりませんね。場所も調べないといけないし。
女：　 場所は私が調べてみます。
男：　 本当ですか。ありがとう、カン先生。では私は詳しい日程を組みます。
【正答】❸ 体験館の場所を調べる。

34 回

女：早く来て。公演の開始は何時だっけ？
男：7時開演だからまだちょっと時間はある。
女：そうね。ところで私たちの座席はどこなの？
男：座席はチケットをもらわないとわからないよ。
女：じゃあ、早く行ってチケットをもらいましょう。
男：チケットは僕がもらってくるからきみは行って飲み物を買って来て。
女：わかったわ。じゃあ、後で公演会場の入口で会いましょう。
【正答】❷ 飲み物を買う。

32回

女：　 そちらは寮の事務室ですよね。来学期の寮の申込み期間はいつから
ですか。

男：　 月曜日から申し込みが始まっています。
女：　 そうですか。ではまだ部屋が残っているか確認できますか。
男：　 はい、残っています。ホームページに入って申込書を作成すれば入

金案内のメールが届くと思います。
女：　 分かりました。ありがとうございます。
【正答】❶ 申込書を作成する。

33 回

男：　 明日の体育大会の準備はどうなっている？僕が何かすることはない？
女：　 あれこれ整理しているけど、思ったより仕事が多いわね。体育館に行っ

て運動器具も持って来なければならないし、賞品も買わないといけ
ないし…。

男：　 運動器具は僕が持って来るよ。ところで昼食の食堂は予約できたの？
女：　 それは全部できているわよ。じゃあ、運動器具を頼みます。私はす

ぐ賞品を買いに行くわ。
男：　 分かった。
【正答】❶ 賞品を買う。

31回
＊男性の
行動

男：　 あの、ギターのクラスはどこに行けばいいですか。
女：　 ギターのクラスですか。それは休講になりましたが、ご連絡は行か

なかったのですか。申し込みの人数が 10名以下だと授業が開かれな
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いんですよ。
　　　 ショートメッセージでご連絡を全部差し上げましたが、手違いがあっ

たようです。申し訳ありません。
男：　 そうですね。では授業料は払い戻してくれますね。
女：　 はい。もしかしてカードで決済されましたか。
男：　 いいえ、現金で払いました。
女：　 それでは身分証を見せていただけますか。すぐ処理いたします。
【正答】❸ 女性に身分証を見せる。

30 回

女：　 うーん、たまねぎ、人参は全部洗ったし…。材料はすべて用意でき
ているわ。

男：　 うん。材料の準備はほぼ終わった。これから何からする？えっと、僕
はたまねぎを刻むよ。その間きみは春雨をゆでてくれる？

女：　 春雨？野菜から炒めるんじゃなかったっけ？
男：　 違う。春雨からゆでるのが正しい。料理本で見たよ。
女：　 そう？分かった。
【正答】❷ 春雨をゆでる。

27回

男：　 部長。おっしゃった企画案ですが、ある程度準備ができましたが。
　　印刷して差し上げましょうか。
女：　 メールで送ってください。今はメールだけ確認して詳しい検討意見

は出張に行って話せると思います。出張準備でちょっと忙しいので。

29 回
※男性の
行動

男：　 このズボンが気に入りましたが、これよりワンサイズ大きいものは
ありませんか。

女：　 申し訳ありませんが、お求めのサイズは全部売り切れてこちらの売
場にはありません。注文書に住所を書いていただければ宅配でお送
りします。それとも他のものをご覧になりますか。

男：　 いいえ。試着してみたものの中でそれが一番気に入ったのでそれで
注文しますよ。

女：　 そうなさいますか。少々お待ちください。注文書お持ちします。
【正答】❷ ズボンを受け取る住所を書く。

28 回
※男性の
行動

男：　 もしもし、スミさん。今どこですか。
女：　 はい、ヨンホさん。図書館に間もなく着きます。
男：　 そうですか。でも図書館に席がなくて他のところに行かなければな

らないと思います。
女：　 あ、試験期間だからなんですね。では必要な本を借りて空いている教

室か静かなコーヒーショップで勉強しましょうか。ヨンホさんはどっ
ちがいいですか。

男：　 では僕が本を探しておきますからいったんこちらに来てください。ど
こに行くかは会ってから話しましょう。

女：　 はい。到着したら連絡します。
【正答】❸ 必要な本を借りる。
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男：　 はい、分かりました。ところで部長、出張に行っていらっしゃる間
に企画案のご報告はどうしましょうか。

女：　 出張に行っても連絡はやり取りできるからメールや電話で報告して
ください。ところで企画案は送りましたか。

男：　 （キーボードたたく音） はい、今ちょうど送りました。
【正答】❸ 男性が送った電子メールを確認する。

女：　 あ、本当にすごい渋滞。バスに乗らないで地下鉄に乗ればよかった。
男：　 そうだね。もしかして事故でも起きたんじゃないかな。約束に遅れ

そうだけど、どうしよう。
女：　 何時に会うことにしたの？
男：　 3 時。 遅れるとまず連絡しておかないと。
　　　 うん？　僕の携帯電話はどこにいったんだろう？持って来なかった

のかな。
女：　 ないの？じゃあとりあえず私のものでかけてみて。
【正答】❸ 友達に電話をする。

26回
※男性の
行動

女：　 すみません。少し寒いんですけど、エアコンをちょっと消してくだ
さいませんか。

男：　 お客様、申し訳ありませんが、このまま温度を少し上げてはいかが
ですか。他のお客様は暑いとおっしゃっているので。

女：　 でも、こっちに来る風が強すぎてここにいられません。
男：　 それではお席を違うほうに移されますか。お召し上がりのお茶とコー

ヒーは私がそちらにお運びいたします。
女：　 ええ。それからお湯も一杯持ってきてください。
男：　 はい。あちらの方へどうぞ。
【正答】❸ 飲み物を移ろうとしている席に運んでくれる。

24 回
※男性の
行動

女：　 ミンスさん、今度の行事ですけど、何カ国から何名が参加するんで
すか。

男：　 全部で 12 カ国、35 名が参加する予定です。
女：　 それじゃあ、まず海外から来られる方の航空チケット代から計算し

てみてください。それからチケット代を支給する際、参加者が出さ
なければならない書類は何かを案内するメールも送って。大事な行
事だから失敗しないよう気をつけて、以前の資料も良く調べてみて
ください。

男：はい。しっかり対応できるようにします。
【正答】❷ 参加者の航空チケット代を調べてみる。

25回
※男性の
行動

37回 女：　 市長、市庁研修院を市民のための文化空間に変える工事が進められ

既出の「文の内容一致選択」の問題文例 p.37合格資料 5
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36回

女：　 ご案内申し上げます。当社のエネルギー節約のために社員の皆さまの
ご協力をお願いいたします。事務室の暖房温度は 18 度を維持し、昼
休みには使わない電気製品は消してください。夜 9時以降はエレベー
ターが運行されませんのでこの点ご注意ください。

【正答】❸ 事務室は一定の温度を維持しなければならない。

34 回

女：　 デパートのセールなのにものがあまり多くないわね。今日が初日な
のに…。

男：　 この前のセールのときはそうでもなかったけど、夕方に来たからか
な？

女：　 もっと早く来ればよかった。気に入る服は全部大きいサイズだけが
残っている。

【正答】❹ 女性は気に入る服を買うことができなかった。

33 回

男：　 済州民俗村では冬休みの間、冬季の伝統食を作って試食するイベン
トを行います。特に伝統食の材料は民俗村の中で済州道民が直接育
てた農産物が使われます。済州島の伝統食を昔の方式そのままで作っ
てみるので意義のあるイベントになると思います。

【正答】❷ このイベントでは伝統食を直接作ることができる。

32回

男：　 最近バレエを扱ったミュージカル「白鳥」の主人公の配役に実際の
バレリーナがキャスティングされて話題になっています。今日はそ
の主人公の国立バレエ団のキム・ソヨンさんに会ってみます。キム・
ソヨンさんは 15年間国立バレエ団のダンサーとして国内のバレエを
引っ張ってきました。これからミュージカルという新しいジャンル
に挑戦する彼女の人生と芸術観をまもなく 2部でご紹介します。

【正答】❷ 2 部では国立バレエ団所属のダンサーが出る予定だ。

35回

男：　 次は去年の年末に人気を呼んだアンコールバレエの公演のニュース
です。この公演はある芸術高校の教師らで構成された舞踊団が子供
たちのために準備したバレエです。子供たちが楽しく見られるよう
にダンサーが動物の服装をして出てきてダンスをします。ここに歌
も加わって子供たちの理解を助けています。休日のお出かけに家族
みんなで観覧するのも良さそうです。

【正答】❸ 公演の中に内容の理解を手助ける歌が出てくる。

ていると伺っていますが、ご紹介をお願い致します。
男：　 はい、市庁研修院は施設が古くて何年も空けておいていたところです。

それで再建築を計画しながら市民の考えを調べてみると文化的な空
間として使おうという意見が多かったのです。これからここは公演
会場や行事会場として活用する計画です。来月になると本市にも新
しい文化的な空間が誕生することになります。

【正答】❸ ここは来月に新たにオープンする予定だ。

31回 男：　 歩き回らないでじっと座って読みなさい。気が散って落ち着かない。
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30 回

男：　 引っ越しは無事終わりましたか。
女：　 はい。荷物が多くないので早く終わりました。ところで引っ越した

後も気を使わなければならないことが多いですね。やるべきことを
まとめておいたけど、慌ただしいですね。電話とインターネットも
つなげなければならないし。

男：　 私も片付くまで 1カ月はかかったような気がします。
【正答】❸ 女性はやるべきことが多くてとても慌ただしい。

29 回

男：　 私たちの体は夏と冬ではどちらがエネルギーをより多く使うでしょ
うか。普通汗をたくさんかく夏だと思う方が多いです。しかしむし
ろ寒い冬にエネルギーをより多く使います。寒さで体温が下がると
私たちの体は体温をあげようと筋肉を動かして熱を作ります。ちょ
うどこの過程でエネルギーが使われるからです。

【正答】❸ 体温が下がると体の筋肉を動かして熱を出す。

28 回

男：　 犬は人間より遥かに早く正確にものを区別しますが、どうやってそれ
ができるのでしょうか。それは人間より 100 万倍もすぐれた嗅覚の
おかげです。それで犬は 500 メートル以上離れているものもにおい
で区別できると言います。においは空気の中を漂いますが、犬の鼻
はいつも濡れているのでにおいを長くとらえておくことができます。
だからにおいをうまく嗅ぐわけです。

【正答】❷ 犬の嗅覚は濡れているのでにおいをうまく嗅ぐ。

27回

女：　 ご案内申し上げます。私ども韓国マートは開店 10周年を迎え、感謝
イベントを行っております。商品を５万ウォン以上お買い上げになっ
たお客さまには抽選でキムチ冷蔵庫、電子レンジ、清掃機などのプ
レゼントを差し上げます。参加希望の方は商品を購入する際受けとっ
た応募券にお名前と電話番号を書いて顧客センター前の応募箱にお
入れください。皆さまの多くのご参加をお願い申し上げます。

【正答】❸ 韓国マートは開業してから 10年になった。

26回

男：　 子供は眠いとき目をよくこするでしょう。眠気と目にはどんな関係
があるのでしょうか。私たちの体は寝ている間エネルギーをより少
なく使うために体温を下げます。それで眠る直前一時的に多くの血
液が手と足、そして目に移動して熱を外に放出するのです。このと
き目が熱くなり始めると目の活動が鈍り、涙の量が減ります。そう
するとしょっちゅうまばたきするようになり、目をよくこするよう
になるのです。

【正答】❶ 目が熱くなるとしきりにまばたきをする。

女：　 このようにして読むと内容もよく整理できて記憶に長く残るの。お
兄さんも何かに集中するときは指を動かすでしょう。

【正答】❶ 男は集中する時は指を動かす。

25回 男：　 陸上選手は種目により競技前に特に神経を使う部分が違います。マ
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24 回

男：　 常に水に浸っている場所があります。湿気が多いので湿地と呼びます。
最近この場所に対する関心が高まっています。湿地に生息する多様
な植物が環境に良い影響を及ぼしているからです。湿生植物は雨を
よく吸い上げます。だから洪水を未然に防ぐ効果があります。また
湿生植物が呼吸する時に出す澄んだ空気は辺りの空気をきれいにし
てくれたりもします。

【正答】❶ 湿地は雨を吸収して洪水を防ぐ。

23 回

女：　 リンゴが体に良い果物であることはご存知ですね。でも夜遅くにリ
ンゴを食べるのは良くないといいます。普通夜には食べ物がすべて
消化された後なので胃の中が空になっています。そのとき酸味が胃
を刺激することになるからです。それで胃が痛んだりお腹を壊した
りすることもあります。

【正答】❹ 夜リンゴをよく食べると健康に良くないことがある。

22回

男：　 南極と北極はどのように違うのでしょうか。南極はとても厚い氷に
覆われた大きな大陸です。しかし北極は海の上に浮いている氷の塊
なのです。南極と北極は氷山の形も少し違います。北極の方がずっ
ととがっています。南極と北極は寒いのは同じですが北極は南極ほ
ど寒くありません。海水に囲まれているからです。

【正答】❹ 北極は海水の影響で南極より寒くない。

21回

男：　 「ウォーキング」というと特別な方法なしに歩きさえすればいいと考
える方が大勢いますが、正しい方法と姿勢で歩かなければ運動効果
がなかなか得られないそうです。歩くときは普段より若干速いスピー
ドで歩かなければなりません。そしてかかと、足裏、足の指の順に
地面に着かなければなりません。顔をややあげて目は 15 メートル先
を見ます。腰はしっかり伸ばし、両腕を自然に前後に振るのが良い
でしょう。

【正答】❷ 歩く時はかかとから地面に着かなければならない。

20 回

男：　 朝は夜より背が高いというのをご存知ですか。人間の骨の間には骨
をつなぐ柔らかい部分があります。立って活動する昼間には頭の重
みのせいでこの部分が圧迫されていますが、夜、横になっていると
元通りに広がるのです。だから朝と夜の身長には差があるのです。

【正答】❷ 夜に比べると朝がより背が高い。

ラソンをする長距離選手はカロリーが高いものを充分に食べて体内
にエネルギーを蓄えておきます。そうすることによって最後まで力
が出し切れるからです。反面 100 メートル競技のように短距離を走
る選手は競技が近づくにつれ、呼吸訓練に多くの時間を費やします。
一定の距離を息をせずに走りながら短い時間に強い力を出す練習を
するのです。

【正答】❶ 短距離選手は息を止めて走る訓練をする。
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15回

女：　 仁川国際空港旅券案内所では今年７月から、急きょパスポートを延
長したり再発給しなければならない方のために「緊急旅券発給サー
ビス」を実施します。このサービスは平日午前９時から午後５時ま
で利用可能ですが、サービスをお申し込みの際には既存のパスポー
トと航空券、そして写真２枚を揃えてお越しください。

【正答】❹ パスポートの有効期間を空港でも延長することができる。

19 回

男：　 先生は現在全世界の子供達に援助をしていらっしゃいますね。最初
この仕事をどのようにお始めになったのですか。

女：　 5 年ほど前に新聞を見ているとき貧困で学校をやめることになった生
徒の記事を読みました。幼い時の自分のことを思い出して援助をし
たのですが、自分の気持ちがとても幸せになったんです。それで毎
年１～２名ずつ援助するようになり、そうしているうちに今ではこ
うして他の国の子供達にまで援助するようになりました。

【正答】❸ 女性は新聞を読んで子供たちを助け始めた。

17回

女：　 イ課長、さっき誰かが来てこの箱を渡してほしいと言っていました。
男：　 そうですか。メモはありませんでしたか。
女：　 メモはなくて、あとで直接電話すると言っていました。
男：　 どんな人でしたか。
女：　 うーん、背がちょっと高くて眼鏡をかけていましたけど、学生のよ

うでした。
【正答】❷ イ課長を尋ねてきた人は物を置いて帰った。

16回

女：　 ここは東洋画と西洋画を一緒に展示してあるんですね。東洋と西洋
の絵画を１カ所で見られるので絵の特徴がいっそう際立っているよ
うです。

男：　 本当に見ごたえがあるでしょう。人が良いというのにはちゃんと理
由があるんです。やっぱり来て良かったですね。

【正答】❹ ここでは東洋と西洋の絵画を同時に鑑賞することができる。

18 回

女：　 あれ、ここに公園ができたんですね。
男：　 ひと月前はまだ工事していたからできて間もないんでしょうね。僕

たちも入ってみましょう。
女：　 わー、木が多いせいか空気がとても澄んでいますね。近所に公園が

なくて散歩があまりできませんでしたが、これからはしょっちゅう
できそうです。

【正答】❶ 女性はこの公園に初めて来た。

41回
女：　 まだ公衆電話があるのね。私はもうなくなったと思ったけど…。
男：　 何を言っている。急な時に使わなければならないから、ないとだめ

既出の「男性の中心となる考え選択」の問題文例 p.45合格資料 6
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37回

女：　 団長は青少年のための国楽の公演をなさっていますが、特別に青少
年のための公演をする理由はあるんでしょうか。

男：　 はい。最近の青少年たちは国楽を退屈だとばかり思っているようです。
それで青少年が国楽を簡単に接して楽しめるようにする必要があり
ます。大衆歌謡を国楽に合わせて編曲して演奏したり青少年たちが
直接伝統楽器を演奏することができる機会を与えるのです。このよ
うにして国楽に対する偏見をなくすことが重要だと思います。だか
らこれからも青少年のための公演は続けるつもりです。

【正答】❹ 青少年が持っている国楽に対する態度を変えなければならない。

36回

男：　 スミさん、最近どうしてコンピューター学校に行かないんですか。
女：　 この程度で十分かなと思いまして。いま覚えているものだけうまく活

用してもコンピューターができなくて困ることはなさそうです。だ
から敢えて学校にもっと通う必要があるのかなと思ったんです。

男：　 でも、何でも深く学んだほうが良くないですか。特に最近の競争社
会では、専門性が強くなるほど競争力になりますから。

【正答】❷ コンピューターをもっと学んでおけば競争力が大きくなる。

35回

女：　 キム・ヨンゼ先生は伝統に従った韓服だけを作ることで有名ですが、
特別な理由でもありますか。

男：　 私は韓服の大衆化よりは伝統的な韓服の美しさを守るのが重要だと
思います。現代の韓服は派手な色と実用的なデザインで韓服を大衆
化することに寄与しました。しかし韓服の最も重要な要素は適度な
色と線です。このような固有の特徴が抜けたら本当の韓服ではない
と思います。

【正答】❶ 伝統的な韓服の特徴を守るのが重要だ。

34 回

女：　 最近相談を受けるために専門家を訪れる人が多いんですが、相談を
受けても確かな解決方法を聞くことができなくて時間だけ浪費した
ようだと言う方々もいます。

男：　 もちろん相談を通じて確実な解決方法を見つけることも重要だと思
います。しかし誰かに自分の悩みを打ち明けて、またそれをよく聞
いてくれる人がいると感じることだけでも相談の効果は十分だと考
えています。

【正答】❹ 悩みを話すだけで相談の効果はある。

でしょう。携帯電話がない人もいるだろうから。
女：　 どうしても必要な時は他の人の携帯を借りれば済むことだから、誰

も公衆電話は使わないでしょう。
男：　 それでも借りて使えない状況もあり得るんじゃない？
【正答】❹ 公衆電話は急な時に必要なので無くしてはいけない。

33 回
女：　 最近は人気のある映画を多くの映画館で上映するから良いですね。ど

こでも簡単に見られますから。
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32回

女：　 部長、来月の出張に新入社員を連れて行っても良いでしょうか。現地
の事情も覚えて取引先の職員たちも知っておけば良いかと思いますが。

男：　 新入社員に海外出張はまだ無理ではないですか。それに今回の出張
には重要な契約がかかっているじゃないですか。現地の事情もよく
分かっているし、取引先の人たちもよく知っているイ課長代理と一
緒に行くのが良いと思います。

【正答】❸　 重要な出張なので業務をよく知っている人と行かなければなら
ない。

31回

女：　 企画チームでは会議を立ってするんですって？
男：　 はい。この間から始めましたが、良かったですよ。立ってするから

長い時間しにくいじゃないですか。だからほかのことを考えず集中
して意見ももっと積極的に話すようになります。会議の質も高くな
るようですし。

【正答】❷ 立って会議をすれば会議にもっと集中することができる。

30 回

女：　 目標にした時間まで運動をするのは簡単ではないですが、先生、計
画した時間通りに運動できる良い方法はありませんか。

男：　 はい、運動は一人でやるよりは他の人と一緒にするほうがもっと良
いです。運動を一緒にする人がいればその人を意識するようになる
から運動時間も長くなります。特に、相手が自分より運動が得意な
ら自分も上手になりたい気持ちでもっと熱心にするようになります。

【正答】❸ 運動をする時は他の人と一緒にしたほうが良い。

男：　 それはそうだけど、多様な映画を見る機会はかなり減りましたよ。映
画館が同じ映画ばかり上映すると人気はないけれど、作品性のある
映画は見るのが難しくなりますね。

【正答】❶ 映画館ではいろんな映画を上映しなければならない。

1 イラスト・グラフ選択問題  ………  問題 p.50 / 台本 p.240

※次を聞いて適切なイラストを選びなさい。

男：　 明日 山に行く飛行機の切符を予約したいんですが。
女：　 申し訳ございません。明日は席がございません。あさってはいかがですか。
　　午前 8 時に出発する飛行機なら席がございますが。

【正答】❸

女：これはソウル駅まで行きますか。
男：はい、ソウル駅前の停留所に止まりますからそこで降りるといいですよ。

【正答】❷
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女：こうして田舎道を歩くのも久しぶりですね。
男：本当にそうですね。空気もきれいで気分がとても良いですね。
　　今度は自転車できてあちこち見物したいですね。

【正答】❶

女：どなたですか。
男：春川食堂です。ジャージャー麺をお届けにまいりました。
女：ちょっと待ってください。ドアを開けます。

【正答】❹

女：　 バスがどうしてこんなに来ないんでしょう。こうしていたら結婚式に遅れ
ます。

男：　 では、タクシーに乗りましょうか。
女：　 タクシーも道が混んでいたら遅れるかもしれません。地下鉄が良さそうです。

【正答】❷

男：手袋を１つ見せてもらえますか。
女：こちらはいかがですか。一度はめてごらんになりますか。
　　最近人気のあるものです。
男：そうなんですか。それじゃあ、この色じゃなくて黒はありませんか。

【正答】❶

女：いらっしゃいませ。
男：これを速達で送ろうと思うんですが。
女：明日の午後 1 時以降に着きますが、よろしいでしょうか。

【正答】❸

男：何を頼みましょうか。
女：このお店は何がおいしいですか。
男：ここは手打ちうどんがおいしいそうです。

【正答】❹

男：どうされましたか。
女：公園のベンチで誰かの携帯電話を拾ったので届けに来ました。

【正答】❷

男：お客様、着きました。こちらがソウルホテルです。
女：ありがとう。これ料金です。荷物もちょっと降ろしてもらえますか。

【正答】❸
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男：　 趣味生活に対するアンケート調査によれば男性より女性のほうが趣味のな
い人が多いということがわかりました。趣味生活をしない理由として男性
は「金銭的な余裕がなくて」が 1 位を占めたのに対して、女性の場合は「体
が疲れて体力がなくて」を理由として挙げた人が最も多かったです。

【正答】❸

男：　 会社員 10人の内 7人はバスや地下鉄のような公共交通機関を利用して通勤
していることがわかりました。最も多く利用する交通手段は地下鉄で、そ
の次がバスでした。通勤にかかる時間は平均 70分で地下鉄の利用者が最も
短かったです。

【正答】❶

男：　 20 ～ 30 代の男女を対象として恋人に別れを告げる方法について質問をし
た結果半分近くの人がカカオトーク、またはショートメッセージだと回答
し、次が電話でした。直接顔を見て別れを告げるという意見は 20% 以下で
した。別れる理由としては性格の違いが最も多く、関心がなくなったとい
うことがその次でした。

【正答】❸

男：　 インターネットショッピングが日常的になるにつれてインターネット書店
の利用客が急激に増加したことがわかりました。仕事が忙しい 30代が最も
多く利用していて 40代がその次に多かったです。相変らず街の書店で本を
買う人が多いですが、これからはインターネット書店の利用客がさらに増
えると予想されます。

【正答】❸

男：どれくらい切りましょうか。
女：暑いから耳が見えるくらい短く切ってください。

【正答】❹

女：あら、変だわ。ヨンミンさん、この机の上にあった辞書見ませんでしたか。
男：あ、あの辞書のことですか。さっきウニョンさんが使っていましたが。

【正答】❷


