
                       ＜基本的な動詞と形容詞 単語集＞

＜動詞編＞

   하다 　する　　      해요

　가다 　行く           가요

　오다 　 る           来 와요

　타다 　 る           乗 타요

　치다 　打つ           쳐요

　사다 　買う           사요

　보다 　見る           봐요

　주다 　 える        与 줘요

　내다 　出す           내요

　보내다 　送る        보내요

　쓰다 　書く 使う ・ 써요（으 則）変

　되다 　なる            돼요

　떠나다 去る            떠나요

　가르치다 　 える   教 가르쳐요

　싸우다　 う         戦 싸워요

　배우다 　 ぶ         学 배워요

　지키다 　守る         지켜요

　마시다 　 む         飲 마셔요

　쉬다 　休む            쉬어요

　이기다 　勝つ         이겨요

　기다리다 　待つ      기다려요

　고르다 　選ぶ       골라요(르 則変 )

 고치다 　なおす      고쳐요

　가지다 　持つ         가져요

　살다　生きる          살아요

　버리다　捨てる       버려요

　알다 　知る            알아요

　놀다　遊ぶ             놀아요

　말하다 　言う         말해요

　팔다 　 る            売 팔아요

　울다 　泣く            울어요

　열다　 開ける         열어요

　먹다 　食べる         먹어요

　닫다　閉める          닫아요

　받다 　受ける         받아요

　 （ ）読む    읽다 익따 읽어요

　걷다　 く           歩 걸어요(ㄷ 則変 )

　찾다 　探す            찾아요

　잡다　 捕まえる      잡아요

　돕다 　助ける     도와요(ㅂ 則）変

　웃다　笑う             웃어요

　만나다　 う          会 만나요

　앉다 （안따）座る   앉아요

　믿다　信じる          믿어요

　만들다　作る          만들어요



＜形容詞編＞

  크다　大きい      커요

　작다　小さい      작아요

　좋다　良い         좋아요

　나쁘다　 い      나빠요悪

　덥다　暑い         더워요(ㅂ 則変 )

　춥다　寒い         추워요(ㅂ 則変 )

　높다　高い         높아요

　낮다 　低い        낮아요

　싸다 　安い        싸요

　비싸다 　高い     비싸요

　곱다 　綺麗だ     고와요(ㅂ 則変 )

　더럽다 　汚い     더러워요(ㅂ 則変 )

　길다 　長い        길어요

　짧다 （짤따）短い 짧아요

　빠르바 　早い     빨라요(르 則変 )

　늦다 　 い            늦어요遅

　무겁다 　重い    무거워요(ㅂ 則変 )

　가볍다 　 い    가벼워요軽 (ㅂ 則変 )

　어렵다 　難しい 어려워요(ㅂ 則変 )

　쉽다 　簡 だ      쉬워요単 (ㅂ 則変 )

　젊다 （점따）若い     젊어요

　늙다 （늑따）老けている 　늙어요

　바쁘다 　忙しい 바빠요（으 則）変

　달다 　甘い              달아요

　짜다 　塩辛い           짜요

　즐겁다 　 しい  즐거워요楽 (ㅂ 則変 )

　슬프다 　悲しい        슬퍼요

　귀엽다 　可愛い        귀여워요

　아프다 　痛い       아파요 (으 則変 )

　아름답다 美しい 아름다워요

　　　　　　　　　　　　(ㅂ 則変 )

　밉다 　憎い      미워요 （ㅂ 則）変

　반갑다 　嬉しい  반가워요(ㅂ 則変 )

　깊다 　深い                깊어요

　얕다 　 い                얕아요浅

　넓다 （널따）　 い    넓어요広

　좁다 　 い                좁아요狭

　섭섭하다 　寂しい       섭섭해요

　밝다 （박따）明るい    밝아요

　어둡다 　暗い    어두워요(ㅂ 則変 )

　멀다 　遠い       멀어요

　가깝다 　近い     가까워요(ㅂ 則変 )

　많다 　多い        많아요

　적다 　少ない     적어요

　옳다　正しい      옳아요

  지루하다　退屈だ    지루해요


