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No カテゴ
リー 地域 説明・問題 答

え 解説 写
真

点
数

1 歴史 ソウル 
（京城）

昌徳宮（チャンドックン）の敦化門（トンファムン）と
いう正門は1592年の文禄・慶長の役での火災を免れま
したが、その出兵を命じた武将は誰でしょう？　　
①織田信長　②豊臣秀吉　③徳川家康

②

敦化門は韓国にある正門のうち最古の門です。
また、昌徳宮は、世界遺産にも指定されていま
す。 3

2 歴史 ソウル 
（京城）

写真は、景福宮（キョンボックン）にある千秋殿という
建物です。ここは、1443年に世宗（セジョン）王の時
代に、朝鮮半島の文化にとって大変重要な発明がなされ
た場所です。何を発明したのでしょう？　
①自動水時計　②製紙法　③ハングル文字

③

ハングル文字は、発音の仕方を表す表音文字で、
大変わかりやすい仕組みで成り立っており、世
界一合理的な文字ともいわれています。 5

3 歴史 スウォン 
（水原）

世界遺産である水原華城（スウォン・ファソン）がある
水原の街はどのように呼ばれているでしょう。
①みどりの街　②子どもの街　③親孝行の街 ③

朝鮮王朝22代の王、正祖（チョンジョ）がソ
ウルから父王の墓にしばしば詣でる際、滞在す
るために、水原華城（スウォン・ファソン）の
中にある王宮を建築したことから、水原は「親
孝行の街」と呼ばれています。

5

4 歴史
キョン
ジュ

（慶州）

1500年前の新羅（シルラ）では「酒令具（チュリョン
グ）」というサイコロを使い、「出た目の通りのことをす
る」をいうゲームを楽しんだそうです。当時のサイコロ
の目に書かれていた「衆人打鼻」はどんな意味？
①みんなの鼻をたたく
②みんなから鼻をたたかれる
③リズムを打ちながら鼻歌を歌う

②

サイコロは6面の正方形、8面の六角形、「空
詠詩歌」：詩を詠む、「自唄自飲」：自ら歌った
り飲んだりするといった漢字が書かれていまし
た。 5

5 歴史
キョン
ジュ

（慶州）

慶州（キョンジュ）の公園を歩くと石造りの塔を見かけ
ました。これは何でしょう？
①倉庫　②天文台　③お墓 ②

新羅の時代、647年に建造された東洋最古の
天文台「瞻星台（チョムソンデ）」です。当時
は空の動きによって農作業の時期を決めていた
ので、天体観測が農作物の豊作と凶作に大きく
かかわっていたといわれています。

5

6 歴史
日本は朝鮮半島を植民地支配したことがありますが、そ
れは何年間でしょう。
①12年間　②25年間　③36年間

②
1910年から1945年までの36年間です。そ
の間、人々は朝鮮語を使うことを禁止され、日
本語や日本式の名前を強制されました。

3

7 地理 プサン
（釜山）

釜山（プサン）1876年に開港し、韓国最大の国際貿易
港として発展してきた日本にもっとも近い都市です。釜
山港から福岡県対馬比田勝（ヒタカツ）港までの距離
は？
①札幌〜砂川間と同じ　約60km
②札幌〜旭川間と同じ　約110km
③札幌〜帯広間と同じ　約150km

①

釜山は、下関市や福岡市とも関係が深く、対馬
海峡を挟み、福岡市まで200㎞ほどの距離に
位置しています。札幌〜釧路が直線距離で約
250kmですので、それよりも近いことになり
ます。

○ 5

8 地理 テグ
（大邱）

大邸（テグ）は電機、鉄鋼、機械、化学工場などがある
韓国第3の都市です。2011年には世界的なスポーツの
大会が開かれましたが、次のどれでしょう。
①サッカーワールドカップ　②世界陸上選手権大会　
③世界フィギュアスケート大会

②

2011年8月27日 か ら9月4日 ま で、213 
カ国から 7000余名が47種目に参加して、大
邸スタジアムで開催されました。 3

9 地理
イン

チョン
（仁川）

仁川（インチョン）国際空港は、2001年3月に開港し、
世界からたくさんの航空会社が乗り入れ、各地への中継
空港となっています。このような空港を何と呼びますか。
①ハブ空港　②キー空港　③セントラル空港

①

日本では成田空港が東京から遠くて不便なので、
羽田空港をハブ空港として拡張しつつあります。 1

10 地理
クアン
ジュ

（光州）

光州（クアンジュ）を中心とする全羅道は、書道の筆、
陶磁器、工芸品などが特産物です。また、ある伝統音楽
の発祥地ともいわれており、多くの有名な芸術家の故郷
です。その伝統音楽は、どれでしょう。
①ガムラン　②パンソリ　③京劇

②

パンソリは日本の庶民的な芸能である浪花節に
比較されることがあります。パンソリは、一人
の歌い手が、太鼓の伴奏者を伴って歌い語りま
す。

5

11 地理 テジョン 
（大田）

大田（テジョン）の近くにある錦山（クムサン）は、朝
鮮人参の取引中心地です。古来より万能の効果を持つ薬
草として有名で、日本でも多く売られています。朝鮮人
参は別名何と呼ばれるでしょう。
①九州人参　②ソウル人参　③高麗（こうらい）人参

③

朝鮮王朝の前の高麗王朝の名前から、高麗人参
とも呼ばれます。

1
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12 地理 ウルサン
（蔚山）

蔚山（ウルサン）は、韓国一の自動車メーカーがある工
業都市です。では、この韓国一の自動車メーカーとはど
れでしょう。
①ヒュンダイ　②フォード　③ルノー

①

ヒュンダイは、2010年4月にハイブリッド車
「ソナタ」を初公開しました。「冬のソナタ」の
ように大ヒットするでしょうか。 ○ 1

13 言語 スウォン 
（水原）

水原（スウォン）は、ソウルの南46キロに位置し、水
原川の澄んだ水や緑が有名な都市です。実は、北海道の
ある町と姉妹都市なのですがそれはどこでしょう？
①100万都市　札幌　②北海道第2の都市　旭川
③歴史と異国情緒漂う　函館

②

1989年に姉妹都市提携がなされ、これまでに
文化、スポーツなど幅広い交流が行われていま
す。 5

14 地理
チョン
ジュ

（全州）

全州（チョンジュ）は、朝鮮半島の文化芸術の中心地で、
昔から有名な韓国料理の発祥の地でもあります。この韓
国料理は何でしょう。
①シューマイ　②チャンプルー　③ビビンバ

③

ビビンバは、ご飯にナムルや肉、玉子などの具
を置き、よくかき混ぜてから食べます。 1

15 地理
チェ

ジュド
（済州島）

済州島（チェジュド）は韓国最大の島で観光業が盛んで
す。温暖な気候のもと、タンジェリンオレンジなどトロ
ピカルフルーツの生産地としても有名なこの島のニック
ネームは次のうちどれでしょう？
①「韓国のガラパゴス」②「韓国のマダガスカル」
③「韓国のハワイ」

③

済州島は、韓国の中ではもっとも気候が温暖で、
韓国国内では「韓国のハワイ」とも呼ばれてい
ます。約300種類のみかんがつくられており、
韓国唯一のトロピカルフルーツの生産地です。 3

16 地理
バンムン
ジョム 

（板門店）

板門店（バンムンジョム）は、韓国と北朝鮮との間にあ
る軍事境界線上にあります。1953年、朝鮮戦争の停戦
条約がここで調印されました。板門店（バンムンジョ
ム）は、北緯何度線に位置するでしょうか。
①27度 線（那 覇）②38度 線（新 潟）③43度 線（札
幌）

②

板門店（バンムンジョム）には、南北双方から
見学を目的に訪問することができますが、事前
にバスツアーに申し込む必要があります。 1

17 地理 プヨ
（扶余）

扶余（プヨ）は、6世紀頃に百済（くだら）最後の都が
あった場所です。6世紀頃の日本は、次のうち何時代
だったでしょうか。
①古墳時代　②奈良時代　③平安時代

①

奈良時代は8世紀、平安時代は8世紀末からで
す。 1

18 地理
チェ

ジュド
（済州島）

ハルラ山は韓国の最高峰であり、世界遺産にも指定され
ています。済州島はこのハルラ山の火山の噴火によって
できたといわれています。ハルラ山の高さは何mでしょ
う。 
①恵庭岳と同じくらい　　　　1350m
②羊蹄山よりちょっと高いぞ　1950m
③日本アルプスの山々級の　　2880m

②

プレートの衝突する日本と違って、韓国は火山
が少なく、主な火山はハルラ山と（北朝鮮の）
白頭山（ペクトゥサン）です。

5

19 制度

韓国では徴兵制があり、男の人は一部の人を除いて軍隊
に入らなくてはなりません。徴兵制は一般的に何年間で
しょう。
①2年間　②3年間　③4年間

①

健康な男性のなかでも軍隊に行かない人がいま
す。国のために犠牲になったり、大きい業績を
残した人の息子やアマチュアのスポーツ選手な
どは軍隊に行くことを免除されます。

5

20 制度 韓国では何歳から国会議員の選挙ができるでしょう？
①18歳　②19歳　③20歳　 ② 5

21 制度 韓国で国民によって選ばれるのは次の誰でしょう？
①天皇　②首相　③大統領 ③ 5年ごとの直接選挙により選出され、再選は禁

止されています。 1

22 制度

朝鮮王朝時代に韓国の国教となり、いまだに韓国で生活
の規範などに影響を与え続けている宗教はどれしょう？
　
①キリスト教　②仏教　③儒教

③

韓国総人口のうち約30％がキリスト教を信じ、
約20％が仏教を信仰しているそうです。 3

23 伝統
文化

韓国の国旗に使われていない色は、どれでしょう。
①青　②黒　③黄色

③

白地の旗の中央に青と赤の太極円が描かれてい
ることから太極旗（テグッキ）と呼ばれていま
す。下地の白は、韓民族の純粋さと平和を愛す
る精神を意味し、太極円の周りには、四隅に

「卦」が黒で描かれています。「あたるも八卦、
あたらぬも八卦」の「卦」です。

○ 1

24 伝統
文化

古代製紙技術は中国で始まり、韓国に、さらに日本に渡
りました。日本に伝わったのはいつ頃でしょうか。
①「倭の五王」の時代　　　　5世紀
②大化の改新の頃　　　　　　7世紀
③唐の影響を多く受けていた　9世紀

②

韓国では、韓紙（ハンジ）と呼ばれる紙工芸が
盛んです。朝鮮紙とも呼ばれ、楮（こうぞ）と
呼ばれる木から手作業でつくられます。韓国に
は2〜4世紀頃に伝わったといわれています。

5
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25 娯楽

韓流ブームにより、日本人の韓国への旅行者が年々増加
しています。2012年の韓国への旅行者数は次のどれに
もっとも近いでしょうか。
①190万人…札幌市の人口と同じくらい（全国5位）
②260万人…大阪市の人口と同じくらい（全国3位）
③350万人…横浜市の人口と同じくらい（全国2位）

③

2010年には300万人を突破し、韓国が身近
になってきました。

5

26 伝統
文化

韓国では昔、身分制度が厳しく、身分によって服の色が
決められていましたが、王族の服の色は何色だったで
しょう？
①中国と同じ黄色
②韓国では赤
③日本の冠位十二階の最上位と同じ紫　

②

写真は朝鮮王朝時代の法服です。

○ 3

27 伝統
文化

韓国の伝統衣装の上の着物を「チョゴリ」といいますが、
下の着物を何というでしょう。
①イマ　②ヒマ　③チマ ③

写真の女性が着ている服装は、韓国の伝統的な
服装です。1500年前の三国時代から着用され
ていましたが、現在では結婚式などの式典で着
用することが多いそうです。

○ 1

28 娯楽

NHKで放映されて人気の高かった韓国テレビドラマ
『チャングムの誓い』は、済州島（チェジュド）でロケ
が行われました。「チャングム」とは、何の名前でしょ
う。 
①女性主人公の名前　　②舞台となった土地の名前
③当時のお金の名前

①

チャングムは宮廷に使える女官の名前で、宮廷
料理人から、のちに薬草を研究して女医になり
王の主治医になりました。　　　　　 1

29 生活
文化

韓国では結婚したら夫婦で苗字をどのようにするでしょ
う。
①夫の苗字に揃える。
②妻の苗字に揃える。
③夫婦とも苗字は変えない。

③

韓国では夫婦別姓なので結婚しても苗字は変わ
りません。子どもは基本的には父親の姓を受け
継ぐことが多いそうです。 5

30 歴史

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、朝鮮から多くのある技術者
を連れ帰りました。それは、次のうちどの技術でしょ
う？
①出版物の活版印刷技術
②火薬の製造技術
③羅針盤（方位磁針）を用いた航海技術

①

この時に朝鮮から伝えられた活版印刷術によっ
て天皇家や徳川家の文書が出版され、17世紀
の出版ブームの先駆けとなりました。 5

31 生活
文化

日本ではお葬式は2日間にわたって行われますが、韓国
では伝統的には何日間行われるでしょう？　
①日本より短い1日　②日本と同じ2日
③日本より長い3日

③

親やお年寄りを大切にする韓国では、お葬式は、
非常に重要で3日間にわたって行われることが
多いです。 3

32 生活
文化

日中韓米の4カ国の高校生を対象とした意識調査による
と、「親を尊敬している」割合がもっとも低いのはどの
国でしょう。
①韓国　②日本　③アメリカ

②

韓国では家族の結びつきが非常に強いです。
「いつも顔をあわせて毎日の出来事を話し、よ
いことも悪いことも共有し合う」のが韓国人の
思い描く理想の家庭です。

3

33 生活
文化

最初の音節が姓で、次に名前がきます。日本でいちばん
多い姓は「佐藤」ですが、韓国でいちばん多い姓は何で
しょう。　
①林（イム）　　②王（ワン）　　③金（キム）

③

韓国人の名前は「ペ・ヨンジュン」のように韓
国語の発音で三音節からなります。王は中国で
もっとも多い苗字です。 3

34 生活
文化

韓国のマナーとして正しいものは次のうちどれ。
① エスカレーターでは、札幌と同じように、立っている

人は左、歩く人は右を歩く習慣になっている。
② 座卓での食事の際にあぐらをかいて座るのはマナー違

反。正座して食べるのがよいとされている。
③ 初対面で、いきなり相手の年齢を聞いても失礼ではな

い。

③

①は、逆。②は、むしろ正座をするのは、よほ
ど悪いことをして怒られるような時だけです。
③については、韓国では、儒教の影響から日本
よりも敬語表現が厳格なので、初対面でも年齢
を尋ね、相手が目上であるかどうか確認します。

5

35 生活
文化

東アジアや東南アジアの多くの国では、旧暦の正月
（2013年であれば2月10日）を、新年を迎える日と
して、お祝いする習慣が残っています。日本では「旧正
月」と呼ばれるその日を韓国ではなんと呼ぶでしょう。
①シュンセツ　②ソルラル　③テト

②

①は、中国での呼び名（春節）。②は、ベトナ
ムでの呼び名です。ちなみにモンゴルではツァ
ガーンサル、英語ではChinese New Year。 5

36 生活
文化

韓国では、親愛を示す贈り物として何をプレゼントする
でしょう？
①靴　②帽子　③肌着

③
韓国では、直接肌身に付ける下着は、感謝や健
康を願う気持ちから親愛の情をしめす贈り物と
されています。

○ 5
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37 生活
文化

韓国の家では、オンドルという床暖房で家全体を暖めま
す。オンドルは床を何で温めているのでしょう。
①煙　②温水　③熱した石

①
昔は台所の煮炊きで使う薪の煙を石造りの床下
に巡らせて部屋を暖める仕組みでした。 3

38 伝統
文化

伝統芸能の一つである仮面劇は、朝鮮時代に庶民たちの
間で発展しました。木やヒョウタンからつくられた仮面
は、赤色がもっとも多いのはなぜでしょうか。
①夜に演じられたから　②赤は国旗の色だから
③闘いの場面が多いから

①

赤色の他、濃藍色、金色など濃い色が塗られて
いるのは、薪の光だけで行うため、表現を強調
したためといわれています。 5

39 食文化

キムチは韓国の漬け物です。材料には、大根、白菜、唐
辛子などを使用してさまざまなつくり方で多種多様なキ
ムチが韓国ではつくられています。では、そのキムチの
種類はいったい何種類くらいあるのでしょう？
①100種類　②200種類　③500種類

②

キムチは、主原料の種類、形態、使っている副
材料の種類および使い方、また季節によっても
区分されており200種類くらいあります。 5

40 地理

韓国の首都であるソウルの人口は、次のどれがもっとも
近いでしょう。
①700万人…香港と同じくらい
②800万人…ニューヨークと同じくらい
③1000万人…モスクワと同じくらい

③

東京の23区内の人口は、約870万人です。

5

41 食文化
韓国焼肉のカルビ、その「カルビ」の意味はどれでしょ
う？
①背中　②下腹　③あばら

③
「カルビ」とは、もともと「肋骨」を意味する
ことばで、転じてあばら付近の肉という意味で
用いられるようになったそうです。

1

42 食文化
韓国でいちばん多く食べられているお肉はどれでしょ
う？
①牛肉　②豚肉　③鶏肉

②
2006年の年間肉類消費量は一人あたり、豚肉
18.1Kg、鶏肉8.6Kg、牛肉6.8Kgで豚肉が
一番です。

3

43 生活
文化

1円は韓国の通貨では何ウォンは約何円でしょう。　
①1ウォン　②11ウォン　③111ウォン ②

ウォンの値段を10で割るとおよその日本円に
換算できます。
2570ウォン≒257円ぐらい

5

44 食文化

写真は、韓国の屋台でよく売られている日本のコンビニ
でもおなじみのファストフードですが名前は次のうちど
れでしょう？
①グネグネ　②オデン　③クシ

②

韓国では、魚肉でつくられたさつまあげに似た
ものを「オデン」と呼んでおり、長い串に刺し
た「オデン」をだしで煮込みます。100年ほ
ど前に日本のおでんが韓国に伝わり定着しまし
た。

3

45 食文化

韓国のコンビニでも売られているおにぎり。最初はなか
なか売れなかったようですが、具にキムチと何かをあわ
せたら大ヒットしました。それは何でしょう？　
①カルビ　②ツナ　③納豆

②

韓国でおにぎりはなかなか売れませんでしたが、
ツナとキムチをあわせた具にしたら、大ヒット
商品になり、おにぎりが広まりました。 5

46 食文化 プサン
（釜山）

釜山の露店でよく見かけるみかん売り。このみかんの
ルーツはどこでしょう？　
①愛媛　②和歌山　③北海道 ②

韓国のみかんは、ほとんどが済州島でつくられ
ています。今から30数年前、和歌山県から苗
木が送られた「みかん交流」が始まりといわれ
ています。

3

47 食文化 ソウル 
（京城）

韓国の女子高生が手に持っている、明洞（ミョンドン）
で人気のスイーツはどれ？　　
①アメ　②クレープ　③ソフトクリーム

③
高さ32cmのソフトクリームを売っている

「32パフェ」というお店が有名だったのですが、
2010年10月に閉店してしまったそうです。

○ 3

48 食文化

食事のマナーとして正しくないものは、どれでしょう？
①ご飯は、箸で食べる。
②年長者や目上の人より先に食べ始めてはいけない。
③茶碗やお皿を持って食べてはいけない。

①

韓国では、ご飯、水キムチ、汁物、スープはス
プーンで食べ、他のおかずはお箸で食べる習慣
になっています。 3

49 食文化

韓国の時代劇を見ると、キムチはみんな白い色をしてい
ます。赤いキムチは見あたりません。それは、なぜで
しょう？
①まだ、唐辛子が韓国に伝わっていなかったから。
②かつては、ワサビで辛みをつけていたから。
③は、キムチをしっかり洗ってから食べていたから。

①

唐辛子が韓国に伝えられたのは、16世紀。日
本から伝えられました。

3

50 遊び
公園に置かれている写真の木の板は何に使うものでしょ
う。
①シーソー　②滑り台　③ベンチ

①
2人が木の板の上に立ち、交互に飛び跳ね、高
く跳んで遊ぶ道具。日本のシーソーと似ている
遊具だが、立って使うところが韓国流。

○ 3

51 歴史
朝鮮から伝えられ、九州でつくられている有名な磁器は
どれでしょう。
①備前焼　②有田焼　③津軽焼

②
豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍した鍋島直茂が帰国
時に連れ帰った李参平という陶工によって始め
られました。

5



No カテゴ
リー 地域 説明・問題 答

え 解説 写
真

点
数

52 娯楽

韓国でも放映されている「マルコヌン　アホプサル」と
いうアニメは次のどれ？
①クレヨンしんちゃん　②ちびまる子ちゃん　③名探偵
コナン

②

韓国語で「マルコは9歳」というタイトルで、
テレビ放送されています。 1

53 遊び

韓国では木の棒をサイコロの代わりに使い、棒の裏表で
数をきめます。サイコロの代わりに使用するユックの目
は、最高でいくつでしょう。
①5　②10　③15

①

お正月の代表的な遊びに、日本のすごろくとよ
く似たユンノリがあります。左から、1、2、3、
4、5を表します。 ○ 5

54 学校
釜山市内の古本屋で韓国の小学校の教科書を見つけまし
た。何の教科書でしょう。
①家庭科　②理科　③算数

③ ○ 3

55 学校
韓国の学校給食で出されるご飯はどれでしょう。
①アーモンドご飯　②干しぶどうご飯　③とうもろこし
ご飯

③
韓国の主食はパンではなくご飯です。給食では、
黒豆ご飯、肉みそがけご飯などいろんな混ぜご
飯がでます。

5

56 学校

韓国の学校給食について、正しいのはどれ？
① 日本と同じようにパン食中心で週に2回程度ご飯が出

る。
②日本と同じように昼の給食に牛乳が毎日出ます。
③日本と同じように生徒が配膳します。

③

①は、ご飯が中心。学校にもよるがパンが出る
ことは少ないようです。②は、牛乳は出るので
すが、午前中の休み時間に配られる習慣になっ
ているそうです。

5

57 学校

韓国の小学校について正しいのはどれでしょう？
①小学校は日本と同じ6年間です。
②新学期は、4月に始まります。
③小学校では、外国語は教えません。

①

②について、韓国の新学期は3月に始まります。
③は、小学校3年生から英語の学習があります。 5

58 学校

韓国では多くの子どもが、学校が終わるとハゴン（学
院）と呼ばれる学習塾やピアノなどの習い事に通ってい
ます。では何割の子どもが通っているでしょう？
①3割　　②5割　　③8割

③

韓国では受験競争が激しく、都市部では約8割
の子どもが習い事をしています。数学や英語塾
をはじめ、コンピューターやピアノ、テコン
ドーなどを習っています。

3

59 学校

写真の子どもたちは、手にお花を持っていますが、この
お花、何に使われるのでしょう？
①日頃の感謝を込めて、先生にプレゼントする。
②日頃の感謝を込めて、教室に飾り付ける。
③日頃の感謝を込めて、保護者に贈る。

①

韓国では、5月15日が「先生の日（ススンエ
ナル）」とされており、この日の朝、子どもた
ちは、先生への花やプレゼントを持参して登校
するのが習慣となっています。

○ 3

60 スポーツ

写真は、2002年の日韓ワールドカップの会場となった
ソウルスタジアムです。ここを訪れて驚きました。それ
はいったいなぜでしょう？
①今は野球場として使用されていた
②お正月でも、Ｋリーグの試合があった
③大きなデパートやスーパーマーケットがあった

③

ソウルのワールドカップスタジアム内には、大
きなショッピングモールが設けられていて、試
合のない日でも多くの市民がショッピングや食
事などを楽しんでいます。 5

61 スポーツ

写真は、釜山で大人気のプロ野球チームのホームスタジ
アムの入り口です。日本には、「読売ジャイアンツ」が
ありますが、釜山のジャイアンツは何ジャイアンツで
しょう？
①ロッテ　②日本ハム　③ソフトバンク

①

日本では、ロッテは、お菓子メーカーとして有
名ですが、韓国ではデパートやホテル、テーマ
パークなどを経営する大企業として展開してい
ます。

1

62 スポーツ

テコンドーは韓国の国技です。多彩な足技があり、攻撃
する所が厳しく制限されていることから「足の何」と呼
ばれているでしょうか？
①レスリング　　②ボクシング　　③相撲

②

テコンドーはオリンピック種目にもなっていま
す。ルールがボクシングに似ており、攻撃する
所や攻撃方法が厳しく制限されていることから

「足のボクシング」といわれています。

○ 1

63 スポーツ

韓国には、日本の相撲とよく似たシルムという格闘技が
ありますが、日本の相撲ルールと共通するところは次の
うちどれでしょう。
①競技場は円形である。　②裸にまわしを着けて行う。
③試合は、無制限1本勝負である。

①

シムルは、円形の競技場で行うが、そこから出
ても負けとはならない。相手を倒すと勝ちとな
る。上半身は裸で行うが、まわしは着けない。
短パンをはき、腰と太ももにひもを付けて競技
する。試合は、5分間3本勝負。1チーム9人
で行われる。

5

64 娯楽

「冬のソナタ」の爆発的人気以来、日本のテレビでは
「韓流ドラマ」の放送が増えています。2013年2月時
点で、全放送局から1週間に放送されている「韓流ドラ
マ」の本数は、次のどれにもっとも近いでしょう。
①90本　　②160本　　③230本

③

韓国コンテンツ振興院日本事務所が公表した資
料によると2013年2月現在、日本で放送され
ている韓国ドラマは地上波と衛星チャンネルの
ＢＳ、ＣＳをあわせ30チャンネル、229本で
した。

3



No カテゴ
リー 地域 説明・問題 答え（予想される解答） 補足

1 歴史 テグ
（大邱）

日本と韓国で開催したワールドカップをきっかけに、日本と韓国の文化
交流が急速に進みました。では、次の出来事を古い順に並べ替えてみま
しょう。
A　 韓国の法律で、日本の大衆文化（マンガ・アニメ・音楽など）を韓

国に持ち込むことが禁止された。
B　 日本のＣＤやマンガが韓国の店で売られるようになり、日本でも韓

国の曲やドラマが多く紹介された。
C　 サッカーワールドカップを開いた年を「日韓国民交流年」とし、お

互いの文化を紹介しあった。
D　私たちが生まれる

A→D→C→B 韓国語で書かれた
日本のマンガ作品
を用意する。

2 歴史 ソウル 
（京城）

2枚の写真は、いずれもソウル市内のもっとも有名な観光地「景福宮」
の も の で す。1枚 は、1990年 に 撮 ら れ た も の で、も う1枚 は、
2003年に撮られたものです。どちらが2003年の写真でしょうか？

A 朝鮮総督府の建物
の有無がわかる写
真を用意する。

3 食文化 プサン
（釜山）

下のマンガは、釜山の書店で見つけた「素顔の韓国〜国、社会、国民」
という英文のマンガ本の一場面です。ここでは、似て非なる韓国・中
国・日本の食文化について紹介しています。共通点と相違点をあわせて
五つあげて下さい。

〈共通点〉
箸の使用　お米を食べるな
ど

〈相違点〉
箸の素材　箸の長さなど

4 文化
イン

チョン
（仁川）

次のハングル文字を「読み方の手がかり」をヒントに読んでみましょう。
조미료

また、日本語ではなんというでしょう？

チョミリョ
調味料

ハングル文字の一
覧表を用意する。

5 文化
キョン
ジュ

（慶州）

次の写真と図は、6世紀前後（飛鳥時代）に日本と韓国でつくられた仏
像とお寺（配置図）です。仏像とお寺（配置図）の似ている点と違う点
をあげて下さい。

〈似ている点〉
配置が同じ
表情が似ている　など

〈違う点〉
建物の数
仏像の表面の色　など

特別カード（中学生版）



1 昌徳宮（チャンドックン）にある敦化門（トンフ

ァムン）という正門は 1592 年の文
ぶ ん

禄
ろ く

・慶長
けいちょう

の役

での火災を免れましたが、その出兵を命じた武将

は誰でしょう？  

 

①織田信長 ②豊臣秀吉 ③徳川家康 

 

 

 

 

 

 



答え ② 

敦化門は韓国にある正門のうち最古の門です。ま

た、昌徳宮（チャンドックン）は、世界遺産にも

指定されています。 
 

 

 
正 答＝5 ポイント 1 1 



2 写真は、景福宮（キョンボックン）にある千秋殿

という建物です。ここは、1443 年に世宗（セジ

ョン）王の時代に、朝鮮半島の文化にとって大変

重要な発明をなされた場所です。何を発明したの

でしょう？ 

① 自動水時計 ②製紙法 ③ハングル文字 

 



答え ③ 

ハングル文字は、発音の仕方を表す表音文字で、

大変わかりやすい仕組みで成り立っており、世界

一合理的な文字とも言われています。 

 

 正 解＝5 ポイント 2 



3 世界遺産である水原華城（スウォン・ファソン）

がある水原の街はどのように呼ばれているでしょ

う。 

 

① 緑の街 ②子どもの街 ③親孝行の街 



答え ③ 

朝鮮王朝 22 代の王、正祖（チョンジョ）がソウルから

父王の墓にしばしば詣でる際、滞在するために、水原華

城（スウォン・ファソン）の中にある王宮を建築したこ

とから、水原は「親孝行の街」と呼ばれています。 

 

 
正 解＝5 ポイント

3 



4 1500 年前の新羅（シルラ）では「酒令具（スリング）」

というサイコロを使い、「出た目の通りのことをする」

をいうゲームを楽しんだそうです。当時のサイコロの目

に書かれていた「衆人打鼻」はどんな意味？ 

①みんなの鼻をたたく。 

②みんなから鼻をたたかれる。 

③リズムを打ちながら鼻歌を歌う 



答え ② 

サイコロは 6 面の正方形、8 面の六角形 

「空詠詩歌」：詩を詠む 

「自唄自飲」：自ら歌ったり飲んだりする 

といった漢字が書かれていました。 

正 解＝3 ポイント
4 



5 慶州（キョンジュ）の公園を歩くと石造りの塔を

見かけました。これは何でしょう？ 

 

① 倉庫 ②天文台 ③お墓 

 

 



答え ② 

新羅の時代、647 年に建造された東洋最古の天文
台「瞻星台（チョムソンデ）」です。当時は空の動
きによって農作業の時期を決めていたので、天体
観測が農作物の豊作と凶作に大きく関わっていた
と言われています。 

 正 答＝3 ポイント 5 



6 日本は朝鮮半島を植民地支配したことがあります

が、それは何年間でしょう。 

 

①12 年間 ②25 年間 ③36 年間 

 

 

 



答え ③ 

1910 年から 1945 年までの 36 年間です。その

間、人々は朝鮮語を使うことを禁止され、日本語

や日本式の名前を強制されました。 

 

 正 答＝5 ポイント 6 



7 
釜山（プサン）1876 年に開港し、韓国最大の国際貿易

港として発展してきた日本に最も近い都市です。釜山港

から福岡県対馬比田勝(ﾋﾀｶﾂ)港までの距離は？ 

①札幌～砂川間と同じ 約 60ｋｍ 

②札幌～旭川間と同じ 約 110ｋｍ 

③札幌～帯広間と同じ 約 150ｋｍ 



答え ① 

釜山は、下関市や福岡市とも関係が深く、対馬海

峡をはさみ、福岡市まで 200 ㎞ほどの距離に位置

しています。札幌～釧路が直線距離で約 250ｋｍ

ですので、それよりも近いことになります。 

 

 

 

 

 

 

 正 答＝3 ポイント 7 



8 大邸（テグ）は電気、鉄鋼、機械、化学工場など

がある韓国第 3 の都市です。2011 年には世界的

なスポーツの大会が開かれましたが、次のどれで

しょう。 

① サッカーワールドカップ 

② 世界陸上選手権大会 

③世界フィギュアスケート大会 



答え ② 

2011 年 8 月 27 日から 9 月 4 日まで、213 か

国から 7000 余名が 47 種目に参加して、大邸ス

タジアムで開催されました。 

 

 正 答＝1 ポイント
8 



9 仁川（インチョン）国際空港は、2001 年 3 月に

開港し、世界からたくさんの航空会社が乗り入れ、

各地への中継空港となっています。このような空

港を何と呼びますか。 

 

①ハブ空港 ②キー空港 ③セントラル空港 

 



答え ① 

日本では成田空港が東京から遠くて不便なので、

羽田空港をハブ空港として拡張しつつあります。 

 

 

 
正 答＝1 ポイント 9 



10 光州（クアンジュ）は書道の筆、陶磁器、真珠工

芸品などが特産物です。また、ある伝統音楽の発

祥地でもあり、多くの有名な芸術家の故郷です。

その伝統音楽はどれでしょう。 

①ガムラン ②パンソリ ③京劇 

 

 



答え ② 

パンソリは日本の庶民的な芸能である浪花節に比

較されることがあります。パンソリは、一人の歌

い手が、太鼓の伴奏者を伴って歌い語ります。 

 

 
正 答＝1 ポイント 10 



11 大田（テジョン）の近くにある錦山（クムサン）

は、朝鮮人参の取引中心地です。古来より万能の

効果をもつ薬草として有名で、日本でも多く売ら

れています。朝鮮人参は別名何と呼ばれるでしょ

う。 

①九州人参 ②ソウル人参 ③高麗人参 

 



答え ③ 

朝鮮王朝の前の高麗王朝の名前から、高麗人参と

も呼ばれます。 

 
 

 正 答＝1 ポイント 11 



12 蔚山（ウルサン）は、韓国一の自動車メーカーや

電化製品で有名な LG グループの工場がある工業

都市です。韓国一の自動車メーカーとはどれでし

ょう。 

 

①フォード ②ヒュンダイ ③ルノー 



答え ② 

ヒュンダイは、2010 年 4 月にハイブリッド車「ソ

ナタ」を初公開しました。日本で人気の韓国ドラ

マ「冬のソナタ」のように大ヒットするでしょう

か。 

 

 
正 答＝3 ポイント 12 



13 水原（スウォン）は、ソウルの南 46 キロに位置

し、水原川の澄んだ水や緑が有名な都市です。実

は、北海道のある町と姉妹都市なのですがそれは

どこでしょう？ 

 

①100 万都市 札幌 

②北海道第 2 の都市 旭川 

③歴史と異国情緒漂う 函館 



答え ① 

1989 年に姉妹都市提携がなされ、これまでに文

化、スポーツなど幅広い交流が行われています。 

  

 

正 答＝1 ポイント 13 



14 全州（チョンジュ）は、朝鮮半島の文化芸術の中

心地で、昔から有名な韓国料理の発祥の地でもあ

ります。この韓国料理は何でしょう。 

 

①シューマイ ②チャンプルー ③ビビンバ 

 



答え ③ 

ビビンバは、ご飯にナムルや肉、玉子などの具を

置き、よくかきまぜてから食べます。 

 

 

 
正 答＝1 ポイント 14 



15 済州島（チェジュド）は韓国最大の島で観光業が

盛んです。温暖な気候のもと、タンジェリンオレ

ンジなどトロピカルフルーツの生産地としても有

名なこの島のニックネームは次のうちどれでしょ

う？ 

 

①「韓国のガラパゴス」 

②「韓国のマダガスカル」 

③「韓国のハワイ」 

 



答え ③ 

済州島は、韓国の中では最も気候が温暖で、韓国

国内では「東洋のハワイ」とも呼ばれています。

約 300 種類のみかんが作られており、韓国唯一の

トロピカルフルーツの生産地です。 
 

 正 答＝1 ポイント 15 



16 板門店（バンムンジョム）は、韓国と北朝鮮との

間にある軍事境界線上にあります。1953 年、朝

鮮戦争の停戦条約がここで調印されました。板門

店（バンムンジョム）は、北緯何度線に位置する

でしょうか。 

③ 26 度線（那覇） ②38 度線（新潟） 

③43 度線（札幌） 



答え ②  

板門店（バンムンジョム）には、南北双方から見

学を目的に訪問することができますが、事前にバ

スツアーに申し込む必要があります。 

 
 正 答＝5 ポイント 16 



17 扶除（プヨ）は、6 世紀頃に百済最後の都があっ

た場所です。6 世紀頃の日本は、次のうち何時代

だったでしょうか。 

 

①古墳時代 ②奈良時代 ③平安時代 

 



答え ① 

奈良時代は 8 世紀、平安時代は 9 世紀末からです。 

 

 

 正 答＝3 ポイント
17 



18 ハルラ山は韓国の最高峰であり、世界遺産にも指

定されています。済州島はこのハルラ山の火山の

噴火によってできたといわれています。ハルラ山

の高さは何 m でしょう。  

①恵庭岳と同じくらい    1350m 

②羊蹄山よりちょっと高いぞ 1950m 

③日本アルプスの山々級の  2880m 



答え ② 

プレートの衝突する日本と違って、韓国は火山が

少なく、主な火山はハルラ山と（北朝鮮の）白頭

山（ペクトゥサン）である。 

 

 正 答＝1 ポイント 18 



19 韓国では徴兵制があり、男の人は一部の人を除い

て軍隊に入らなくてはなりません。徴兵制は一般

的に何年間でしょう。 

 

①2 年間 ②3 年間 ③4 年間 



答え ① 

健康な男性のなかでも軍隊に行かない人がいます。

国のために犠牲になった人や、大きい業績を残し

た人の息子やアマチュアのスポーツ選手などは軍

隊に行くことを免除されます。 

正 答＝5 ポイント 19 



20 韓国では何歳から選挙ができるでしょう？ 

 

①18 歳 ②19 歳 ③20 歳 

 

 

 



答え ② 

 

 

 
正 答＝1 ポイント 20 



21 韓国で国民によって選ばれるのは次の誰でしょ

う？  

 

①天皇 ②首相 ③大統領 

 



答え ③ 

5 年おきに国民が直接選挙で選びます。 

 

 

 正 答＝3 ポイント 21 



22 朝鮮王朝時代に韓国の国教となり、いまだに韓国

で生活の規範などに影響を与え続けている宗教は

どれしょう？  

 

①キリスト教 ②仏教 ③儒教
じゅきょう

 



答え ③ 

韓国総人口のうち約 30％がキリスト教を信じ、約

20％が仏教を信仰しているそうです。 

 

 

 

 

 

 

正 答＝3 ポイント
22 



23 韓国の国旗に使われていない色は、どれでしょう。 

 

 

 

①   ②黒  ③黄色 

 



答え ③ 

白地の旗の中央に青と赤の大極円が描かれている

ことから大極旗（テグッキ）と呼ばれています。

下地の白は、韓民族の純粋さと平和を愛する精神

を意味し、大極円の周りには、四隅に「卦」が黒

で描かれています。「あたるも八卦、あたらぬも八

卦」の「卦」です。 

 

 

 

 正 答＝1 ポイント 23 



24 古代製紙技術は中国で始まり、韓国に、さらに日

本に渡りました。日本に伝わったのはいつ頃でし

ょうか。 

 

①「倭の五王」の時代    5世紀 

②大化の改新の頃      7世紀 

③唐の影響を多く受けていた 9世紀 

 

 



答え ② 

韓国では韓紙（ハンジ）と呼ばれる紙工芸が盛ん

です。朝鮮紙とも呼ばれ、楮（こうぞ）と呼ばれ

る木から手作業で作られます。韓国には 2～4 世

紀頃に伝わったといわれています。 

 

 正 答＝1 ポイント
24 



25 韓流ブームにより、日本人の韓国への旅行者が

年々増加しています。2012 年の韓国への旅行者

数は次のどれに最も近いでしょうか。 

 

①190 万人…札幌市の人口と同じくらい（全国 5 位） 

②260 万人…大阪市の人口と同じくらい（全国 3 位） 

③350 万人…横浜市の人口と同じくらい（全国 2 位） 

 

 



答え ③ 

2010 年には 300 万人を突破し、韓国が身近に

なってきました。 

 
正 答＝1 ポイント 25 



26 朝鮮では昔、身分制度が厳しく、身分によって服

の色が決められていましたが、王族の色は何色だ

ったでしょう？  

 

①中国と同じ黄色 

②韓国では赤 

③冠位十二階と同じ紫 

 



答え ② 

写真は朝鮮王朝時代の 

法服です。 

 
 
 

正 答＝3 ポイント  

※答え合わせのときに写真を見せる！ 

26 



27 韓国の伝統衣装の上の着物を「チョゴリ」といい

ますが、下の着物を何というでしょう。 

 

①イマ ②ヒマ ③チマ 



答え ③ 

 
 
写真の女性が着ている服装は韓国 

の伝統的な服装です。1500 年前 

の三国時代から着用されていまし 

たが、現在では結婚式などの式典 

で着用することが多いそうです。 

 

正 答＝5 ポイント 

※答え合わせのときに写真を見せる！ 

27 



28 NHK で放映されて人気の高かった韓国テレビド

ラマ『チャングムの誓い』は、済州島（チェジュ

ド）でロケが行われました。「チャングム」とは、

何の名前でしょう。  

①女性主人公の名前 

②舞台となった土地の名前 

③当時のお金の名前 

 



答え ① 

チャングムは宮廷に使える女官の名前で、宮廷料

理人から、のちに薬草を研究して女医になり王の

主治医になりました。 

 
正答＝1 ポイント 28 



29 韓国では結婚したら夫婦で苗字をどのようにする

でしょう。 

 

①夫の苗字に揃える。 

②妻の苗字に揃える。 

③夫婦とも苗字は変えない。 

 



答え ③ 

韓国では夫婦別姓なので結婚しても苗字は変わり

ません。子どもは父親の姓を受け継ぐことが多い

そうです。 

 
29 

正 答＝5 ポイント



30 豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に、朝鮮から多くのある

技術者を連れ帰った。それは、次のうちどの技術

か？ 

 

①出版物の活版印刷技術 

②火薬の製造技術 

③羅針盤（方位磁針）を用いた航海技術 



答え ① 

朝鮮から伝えられた活版印刷術によって天皇家や

徳川家の文書が出版され、17 世紀の出版ブームの

先駆けとなりました。 

 
正 答＝1 ポイント 30 



31 日本ではお葬式は 2 日間にわたって行われますが、

韓国では伝統的には何日間行われるでしょう？  

 

①日本より短い 1 日 

②日本と同じ 2 日 

③日本より長い 3 日 

 

 



答え ③ 

親やお年寄りを大切にする韓国では、お葬式は、

非常に重要で 3 日間にわたっておこなわれること

が多いです。 

 

 

 
正 答＝3 ポイント 31 



32 日中韓米の 4 か国の高校生を対象とした意識調査

によると、「親を尊敬している」割合が最も低いの

はどの国でしょう。 

 

① 韓国 ②日本 ③アメリカ 

 



答え ② 

韓国では家族の結びつきが非常に強いです。「いつ

も顔を会わせて毎日の出来事を話し、良いことも

悪いことも共有し合う」のが韓国人の思い描く理

想の家庭です。 
 

 正 答＝1 ポイント
32 



33 韓国の人名は、最初の音節が姓で、次に名前がき

ます。日本でいちばん多い姓は「佐藤」ですが、

韓国でいちばん多い姓は何でしょう。 

 

①林（イム） ②李（イ） ③金（キム） 

 



答え ③ 

韓国人の名前は「ペ・ヨンジュン」のように韓国

語の発音で三音節からなります。李は中国で最も

多く、韓国で二番目に多い苗字です。 

 

 正 答＝3 ポイント
33 



34 韓国のマナーとして正しいものは次のうちどれ。 

 

①エスカレーターでは、札幌と同じように、立っ

ている人は左、歩く人は右を歩く習慣になってい

る。 

②座卓での食事の際にあぐらをかいて座るのはマ

ナー違反。正座して食べるのが良いとされている。 

③初対面で、いきなり相手の年齢を聞いても失礼

ではない。 

 

 

 



答え ③ 

①は、逆。②は、むしろ正座をするのは、よほど

悪いことをして怒られうようなときだけです。 

③については、韓国では、儒教の影響から日本よ

りも敬語表現が厳格なので、初対面でも年齢を尋

ね、相手が目上であるかどうか確認します。 

 
正 答＝3 ポイント 34 



35 東アジアや東南アジアの多くの国では、旧暦の正

月（2013 年であれば 2 月 10 日）を、新年を迎

える日として、お祝いする習慣が残っています。

日本では「旧正月」と呼ばれるその日を韓国では

なんと呼ぶでしょう。 

 

①シュンセツ ②ソルラル ③テト 

 

 



答え ② 

①は、中国での呼び名（春節）。②は、ベトナムで

の呼び名です。ちなみにモンゴルではツァガーン

サル、英語では Chinese New Year 

 
正 答＝3 ポイント 35 



36 韓国では、親愛を示す贈り物として何をプレゼン

トするでしょう？ 

 

①靴 ②帽子 ③肌着 

 

 



答え ③ 

韓国では、直接肌身につける下着は、感謝や健康

を願う気持ちをしめす贈り物とされています。 

 

 正 答＝5 ポイント
36 



37 韓国の家では、オンドルという床暖房で家全体を

暖めます。オンドルは床を何で温めているのでし

ょう。 

 

①煙 ②温水 ③熱した石 



答え ① 
昔は、台所の煮炊きで使う薪の煙
を石造りの床下に巡らせて部屋
を暖める仕組になっていました。 
 

 

 

 

まきを入れる穴が奥の床下まで
つながっている。 

正 答＝3 ポイント

※答え合わせのときに写真を見せる！ 

37 



38 伝統芸能の一つである仮面劇は、朝鮮時代に庶民

たちの間で発展しました。木やヒョウタンから作

られた仮面は、赤色が最も多いのはなぜでしょう

か。 

① 夜に演じられたから ②赤は国旗の色だから 

③闘いの場面が多いから 



答え ① 

赤色のほか、濃藍
のうあい

色、金色など濃い色が塗られて 

いるのは、薪の光だけで行うため、表現を強調し

たためといわれています。 

 

 正 答＝1 ポイント 38 



39 キムチは韓国の漬け物です。材料には、大根、白

菜、トウガラシなどを使用して様々な作り方で多

種多様なキムチが韓国では作られています。では、

そのキムチの種類は一体何種類くらいあるのでし

ょう？ 

 

①100 種類  ②200 種類  ③500 種類 

 



答え ② 

キムチは、主原料の種類、形態、使っている副材

料の種類及び使い方、また季節によっても区分さ

れており、200 種類くらいあります。 

 
正 答＝3 ポイント 39 



40 韓国の首都であるソウルの人口は、次のどれが最

も近いでしょう。 

 

①700 万人…香港と同じくらい 

②800 万人…ニューヨークと同じくらい 

③1000 万人…モスクワと同じくらい 

 

 



答え ③ 

東京の 23 区内の人口は、約 870 万人です。 

 

 
正 答＝5 ポイント 40 



41 韓国焼肉のカルビ、その「カルビ」の意味はどれ

でしょう？ 

                         

①背中 ②下腹 ③あばら 

 

 



答え ③ 

「カルビ」とは、元 「々肋骨」を意味する言葉で、

転じてあばら付近の肉という意味で用いられるよ

うになったそうです。 

 

 

 
正 答＝1 ポイント 41 



42 韓国で一番多く食べられているお肉はどれでしょ

う？ 

 

①牛肉 ②豚肉 ③鶏肉 

 

 



答え ② 

2006 年の年間肉類消費量は 1 人あたり、豚肉

18.1Kg、鶏肉 8.6Kg,牛肉 6.8Kg で豚肉が一番

です。 

 

 

 
正 答＝3 ポイント 42 



43 1円は韓国の通貨では何ウォンは約何円でしょう。  

 

①1 ウォン ②11 ウォン ③111 ウォン 

 



答え ② 

ウォンの値段を 10 で割るとおよその日本円に換

算できます。 

2570 ウォン≒257 円ぐらい 

 

 

 正 答＝5 ポイント 43 



44 写真は、韓国の屋台でよく売られている日本のコ

ンビニでもおなじみのファーストフードですが、

名前は次のうちどれでしょう？ 

 

①グネグネ ②オデン ③クシ 

 



答え ② 

韓国では、魚肉で作られたさつまあげに似たもの

を「オデン」と呼んでおり、長い串に刺した「オ

デン」をだしで煮込みます。100 年ほど前に日本

のおでんが韓国に伝わり定着しました。 

正 答＝3 ポイント
44 



45 韓国のコンビニでも売られているおにぎり。最初

はなかなか売れなかったようですが、具にキムチ

と何かをあわせたら大ヒットしました。それは何

でしょう？ 

①カルビ ②ツナ ③納豆 

 



答え ② 

韓国でおにぎりはなかなか売れませんでしたが、

ツナとキムチをあわせた具にしたら、大ヒット商

品になり、おにぎりが広まりました。 

 
正 答＝3 ポイント 45 



46 釜山（プサン）の露天
ろ て ん

でよく見かけるみかん売り。 

このみかんのルーツはどこでしょう？ 

 

①愛媛 ②和歌山 ③北海道 

 



答え ② 

韓国のみかんは、ほとんどが済州島（チェジュド）

でつくられています。今から 30 数年前、和歌山

県から苗木が送られた「みかん交流」が始まりと

言われています。 

 

 正 答＝5 ポイント 46 



47 韓国の女子高生が手に持っている、明洞（ミョン

ドン）で人気のスイーツはどれ？ 

 

① アメ ②クレープ ③アイスクリーム 

 

? ?



答え ③ 

高さ 32cm のソフトクリームを売っている「32

パフェ」と言うお店が有名だったのですが、2010

年 10 月に閉店してしまったそうです。 

 

 

 

 

 

正 答＝3 ポイント
47 



48 食事のマナーとして正しくないものは、どれか？ 

 

①ご飯は、箸で食べる。 

②年長者や目上の人より先に食べ始めてはいけな

い。 

③茶碗やお皿をもって食べてはいけない。 

 

 



答え ① 

韓国では、ご飯、水キムチ、汁物、スープはスプ

ーンで食べ、他のおかずはお箸で食べる習慣にな

っています。 

 

 

 
正 答＝3 ポイント

48 



49 韓国の時代劇を見ると、キムチはみんな白い色を

しています。赤いキムチは見当たりません。それ

は、なぜでしょう？ 

 

①まだ、唐辛子が韓国に伝わっていなかったから。 

②かつては、ワサビで辛みをつけていたから。 

③かつては、キムチをしっかり洗ってから食べて

いたから。 

 

 



答え ① 

唐辛子が韓国に伝えられたのは、16 世紀。日本か

ら伝えられました。 

 

 正 答＝3 ポイント 49 



50 公園に置かれている写真の木の板は何に使うもの

でしょう。 

 

①シーソー ②滑り台 ③ベンチ 

 

 



答え ① 

2 人が木の板の上に立ち、交

互に飛び跳ね、高く跳んで遊

ぶ道具。日本のシーソーと似

ている遊具だが、立って使う

ところが韓国流。 

 
正 答＝3 ポイント 50 



51 朝鮮から伝えられ、九州でつくられている有名な

磁器はどれでしょう。 

 

①備前焼 ②有田焼 ③津軽焼 

 



答え ② 

豊臣秀吉の朝鮮出兵に従軍した鍋島直茂が帰国時

に連れ帰った李参平という陶工によって始められ

ました。 

 
正 答＝1 ポイント 51 



52 韓国でも放映
ほうえい

されている「マルコヌン アホプサ 

ル」というアニメは次のどれ？ 

 

①クレヨンしんちゃん  

②ちびまるこちゃん 

③名探偵コナン 



答え ② 

韓国語で「マルコは 9 歳」というタイトルで、テ

レビ放送されています。 

 

 

 正 答＝3 ポイント  52 



53 木の棒をサイコロの代わりに使い、棒の表裏で数

を決めます。サイコロの代わりに使用するユック

の目は最高でいくつでしょう。 

 

① 5 ②10 ③15 

 

 

 



答え ① 

左から、1、2、3、4、5 を表します。お正月の

代表的な遊びに、日本のすごろくとよく似たユン

ノリがあります。 

 

 正 答＝1 ポイント 53 



54 釜山（プサン）市内の古本屋で韓国の小学校の教

科書を見つけました。何の教科書でしょう。 

 

①家庭科 ②理科 ③算数 

 

 



答え ③ 
 
 
 
 
 

 
正 答＝1 ポイント

54 



55 韓国の学校給食で出されるご飯はどれでしょう。 

 

① アーモンドご飯 

②干しぶどうご飯 

③トウモロコシご飯 

 



答え ③ 

韓国の主食はパンではなくご飯です。給食では、

黒豆ご飯、肉みそがけご飯などいろんな混ぜご飯

がでます。 

 

 正 答＝1 ポイント 55 



56 韓国の学校給食について、正しいのはどれ？ 

 

①日本と同じようにパン食中心で週に 2 回程度ご

飯が出る。 

②日本と同じように昼の給食に牛乳が毎日出ます。 

③日本と同じように生徒が配膳します。 

 

 

 

 



答え ③ 

①は、ご飯が中心。学校にもよるがパンが出るこ

とは少ないようです。②は、牛乳は出るのですが、

午前中の休み時間に配られる習慣になっているそ

うです。 

 

 
正 答＝1 ポイント

56 



57  韓国の小学校について正しいのはどれでしょう？ 

 

①小学校は日本と同じ 6 年間です。 

②新学期は、4 月に始まります。 

③小学校では、外国語は教えません。 

 

 

 

 



答え ① 

②について、韓国の新学期は 3 月に始まります。

③は、小学校 3 年生から英語の学習があります。 

 

 
正 答＝1 ポイント 57 



58 韓国では多くの子どもが、学校が終わるとハゴン

と呼ばれる学習塾やピアノなどの習い事に通って

います。では何割の子どもが通っているでしょ

う？ 

 

①3 割  ②5 割  ③8 割 

 

 

 



答え ③ 

韓国では受験競争が激しく、都市部では約 8 割の

子どもが習い事をしています。数学や英語塾をは

じめ、コンピューターやピアノ、テコンドーなど

を習っています。 

 
正 答＝4 ポイント 58 



59 写真の子どもたちは、手にお花を持っていますが、

このお花、何に使われるのでしょう？ 

 

①日頃の感謝を込めて、先生にプレゼントする。 

②日頃の感謝を込めて、教室に飾り付ける。 

③日頃の感謝を込めて、保護者に贈る。 

 



答え ① 

韓国では、5 月 15 日が「先生の日（ススンエ ナ

ル）」とされており、この日の朝、子どもたちは、

先生への花やプレゼントを持参して登校するのが

習慣となっています。 

 
正 答＝1 ポイント

59 



6060 写真は、2002 年の日韓ワールドカップの会場と

なったソウルスタジアムです。ここを訪れて驚き

ました。それはいったいなぜでしょう？ 

① 今は野球場として使用されていた 

② お正月でも、Ｋリーグの試合があった 

③大きなデパートやスーパーマーケットがあった 



答え ③ 

ソウルのワールドカップスタジアム内には、大き

なショッピングモールが設けられていて、試合の

ない日でも多くの市民がショッピングや食事など

を楽しんでいます。 

 
正 答＝3 ポイント

60 



61 写真は、釜山（プサン）で大人気のプロ野球チー

ムのホームスタジアムの入り口です。日本には、

「読売ジャイアンツ」がありますが、釜山のジャ

イアンツは何ジャイアンツでしょう？ 

①ロッテ ②日本ハム ③ソフトバンク 

 



答え ① 

日本では、ロッテは、お菓子メーカーとして有名

ですが、韓国ではデパートやホテル、テーマパー

クなどを経営する大企業として展開しています。 

 
正 答＝1 ポイント 61 



62 テコンドーは韓国の国技です。多彩な足技があり、

攻撃する所が厳しく制限されていることから「足

の何」と呼ばれているでしょうか？ 

                         

①レスリング  ②ボクシング  ③相撲 

 

 



答え ② 

テコンドーはオリンピック種目にもなっています。

ルールがボクシングに似ており、攻撃する所や攻

撃方法が厳しく制限されていることから「足のボ

クシング」といわれています。 

 
正 答＝1 ポイント 63 



63
韓国には、日本の相撲とよく似たシルムという格

闘技がありますが、日本の相撲ルールと共通する

ところは次のうちどれでしょう。 

 

①競技場は円形である。 

②裸にまわしを付けて行う。 

③試合は、無制限 1 本勝負である。 

 

 



答え ① 

シムルは、円形の競技場で行うが、そこから出て

も負けとはならない。相手を倒すと勝ちとなる。

上半身は裸で行うが、まわしは付けない。短パン

を履き、腰と太ももに紐を付けて競技する。試合

は、5 分間 3 本勝負。1 チーム 9 人で行われる。 

 
正 答＝1 ポイント 63 



64 「冬のソナタ」の爆発的人気以来、日本のテレビ

では「韓流ドラマ」の放送が増えています。2013

年 2 月時点で、全放送局から 1 週間に放送されて

いる「韓流ドラマ」の本数は、次のどれに最も近

いでしょう。 

 

①90 本  ②160 本  ③230 本 

 



答え ③ 
韓国コンテンツ振興院日本事務所が公表した資料
によると 2013 年 2 月現在、日本で放送されてい
る韓国ドラマは地上波と衛星チャンネルのＢＳ、
ＣＳを合わせ 30 チャンネル、229 本でした。 
 
 
 

正 答＝3 ポイント 64 



B 日本のＣＤやマンガが

韓国の店で売られる

ようになり、日本でも

韓国の曲やドラマが

多く紹介された。 

C サッカーワールドカ

ップを開いた年を

「日韓国民交流年」

とし、お互いの文化

を紹介しあった。 

D わたしたちが生まれる。  

大邱（テグ） 

日本と韓国で開催したワールドカップをきっかけに、日本と韓国の文

化交流が急速に進みました。では、次のできごとを古い順に並べ替えて

みましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 韓国の法律で、日本

の大衆文化（マンガ・ア

ニメ・音楽など）を韓国

に持ち込むことが禁止

されていた。 

ソウル 

2 枚の写真は、いずれもソウル市内の も有名な観光地「 景
キョン

福宮
ボックン

」

のものです。1 枚は、1990 年に撮られたもので、もう 1 枚は、2003

年に撮られたものです。どちらが 2003 年の写真でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ｂ



釜山（プサン） 

下のマンガは、釜山
ぷ さ ん

の書店で見つけた「素顔
す が お

の韓国～国、社会、国民」

という英文のマンガ本の一場面です。ここでは、似
に

て非
ひ

なる韓国・中国・

日本の食文化について紹介していますが、どんな内容が書かれているの

でしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinese 

Koreans

Japanese

仁川（インチョン） 

次のハングル文字を「読み方の手がかり」

をヒントに読んでみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

また、日本語ではなんと言うでしょう？ 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



慶州（キョンジュ） 

次の写真と図は、6 世紀前後（飛鳥時代）に日本と韓国で作られた仏

像とお寺（配置図）です。仏像とお寺（配置図）の同じ点と違う点をあ

げてください。 

【日本】                        【韓国】 
 
 
 
 
 
 
 
 

仏
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