
 
 
 

初版購入者用 



『原形からの変化がわかる！　韓国語単語活用辞典』

本書で記載されている内容に誤りがありました。
正しいものを以下に表記するとともに、心よりお詫び申し上げます。

●21ページ
イラスト内の吹き出し・右側

（誤）「ㄷ」パッチムの次に、母音の「ㅇ」が来ると。。。
（正）「ㅂ」パッチムの次に、母音の「ㅇ」が来ると。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●23ページ
下段の表組内
「〜から」の段
（誤）遊ぶから　놀으니까　　→　（正）遊ぶから　　노니까

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤い楕円が入る

「未来連体」の段
（誤）　遊ぶ人　놀을 사람　　→　（正）遊ぶ人　놀 사람

●35ページ
「遊ぶ　놀다」の表組内
「〜から」の段
（誤）遊ぶから　놀으니까　　→　（正）遊ぶから　　노니까

「未来連体」の段
（誤）　遊ぶ人　놀을 사람　　→　（正）遊ぶ人　놀 사람

●41ページ
「荒い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）荒くないです　거칠지 않어요　→　（正）荒くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）荒いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거친 것 같아요



「過去否定」の段
（誤）荒くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）荒くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）荒かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）荒かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）荒いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）荒くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）荒くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●41ページ
「粗い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）粗くないです　거칠지 않어요　→　（正）粗くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）粗くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）粗くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）粗かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）粗かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）粗くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）粗くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●42ページ
「洗う　빨다」の表組内
「〜たことが」の段
（誤）洗ったことが　빨은 적이　→　（正）洗ったことが　빤 적이

「〜てください」の段



（誤）洗ってください　빨으세요　→　（正）洗ってください　빠세요

「未来連体」の段
（誤）洗う服　빨을 옷　→　（正）洗う服　빨 옷

●57ページ
「失う　잃어버리다」の表組内
「ㅂ니다」の段
（誤）失います　잃어버렸습니다　→　（正）失います　잃어버립니다

●58ページ
「薄い　엷다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷은 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）薄かったみたいです　엷었던 것 같어요　→　（正）薄かったみたいです　엷었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷을 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）薄くなりそうです　엷어질 것 같어요　→　（正）薄くなりそうです　엷어질 것 같아요

●64ページ
「売る　팔다」の表組内
「未来連体」の段
（誤）売る人　팔을 사람 　→　（正）売る人　팔 사람

●92ページ
「掛ける /賭ける /ぶら下げる　걸다」の表組内
「〜から」の段
（誤）掛けるから　걸으니까　→　（正）掛けるから　거니까

●115ページ



「切る　썰다」の表組内
「〜から」の段
（誤）切るから　썰으니까　→　（正）切るから　써니까

「〜ながら」の段
（誤）切りながら　썰으면서　→　（正）切りながら　썰면서

「〜たことが」の段
（誤）切ったことが　썰은 적이　→　（正）切ったことが　썬 적이

「過去連体」の段
（誤）切ったネギ　썰은 파　→　（正）切ったネギ　썬 파

「〜てください」の段
（誤）切ってください　썰으세요　→　（正）切ってください　써세요

「未来連体」の段
（誤）切るネギ　썰을 파　→　（正）切るネギ　썰 파

「仮定形」の段
（誤）切れば　썰으면　→　（正）切れば　썰면

「〜に」の段
（誤）切りに　썰으러　→　（正）切りに　썰러

●124ページ
「黒い　검다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검는 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검는 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）黒かったみたいです　검었던 것 같어요　→　（正）黒かったみたいです　검었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검을 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）黒くなりそうです　검어질 것 같어요　→　（正）黒くなりそうです　검어질 것 같아요



●144ページ
「渋い　떫다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫은 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）渋かったみたいです　떫었던 것 같어요　→　（正）渋かったみたいです　떫었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫을 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）渋くなりそうです　떫어질 것 같어요　→　（正）渋くなりそうです　떫어질 것 같아요

●203ページ
「飛ぶ　날다」の表組内
「〜ながら」の段
（誤）飛びながら　날으면서　→　（正）飛びながら　날면서

「過去連体」の段
（誤）飛んだ鳥　날은 새　→　（正）飛んだ鳥　난 새

「未来連体」の段
（誤）飛ぶ鳥　날을 새　→　（正）飛ぶ鳥　날 새

「〜に」の段
（誤）飛びに　날으러　→　（正）飛びに　날러

●237ページ
「掃く　쓸다」の表組内
「〜時」の段
（誤）掃く時　쓸을 때　→　（正）掃く時　쓸 때

「〜から」の段
（誤）掃くから　쓸으니까　→　（正）掃くから　쓰니까

「〜たことが」の段



（誤）掃いたことが　쓸은 적이　→　（正）掃いたことが　쓴 적이

「過去連体」の段
（誤）掃いた部屋　쓸은 방　→　（正）掃いた部屋　쓴 방

「〜てください」の段
（誤）掃いてください　쓸으세요　→　（正）掃いてください　쓰세요

「未来連体」の段
（誤）掃く部屋　쓸을 방　→　（正）掃く部屋　쓸 방

「仮定形」の段
（誤）掃けば　쓸으면　→　（正）掃けば　쓸면

「〜に」の段
（誤）掃きに　쓸으러　→　（正）掃きに　쓸러

●238ページ
「運ぶ　나르다」の用言の活用
（誤）「ㄹ不規則」　→　（正）「르不規則」

●248ページ
「引く　끌다」の表組内
「〜時」の段
（誤）引く時　끌을 때　→　（正）引く時　끌 때

「〜から」の段
（誤）引くから　끌으니까　→　（正）引くから　끄니까

「〜ながら」の段
（誤）引きながら　끌으면서　→　（正）引きながら　끌면서

「〜たことが」の段
（誤）引いたことが　끌은 적이　→　（正）引いたことが　끈 적이

「過去連体」の段
（誤）引いた手車　끌은 손수레　→　（正）引いた手車　끈 손수레



「〜てください」の段
（誤）引いてください　끌으세요　→　（正）引いてください　끄세요

「未来連体」の段
（誤）引く手車　끌을 손수레　→　（正）引く手車　끌 손수레

「仮定形」の段
（誤）引けば　끌으면　→　（正）引けば　끌면

「〜に」の段
（誤）引きに　끌으러　→　（正）引きに　끌러

●248ページ
「引く　들다」の表組内
「〜時」の段
（誤）引く時　들을 때　→　（正）引く時　들 때

「〜から」の段
（誤）引くから　들으니까　→　（正）引くから　드니까

「〜ながら」の段
（誤）引きながら　들으면서　→　（正）引きながら　들면서

「〜たことが」の段
（誤）引いたことが　들은 적이　→　（正）引いたことが　든 적이

「過去連体」の段
（誤）引いた風邪　들은 감기　→　（正）引いた風邪　든 감기

「〜てください」の段
（誤）引いてください　들으세요　→　（正）引いてください　드세요

「未来連体」の段
（誤）引く風邪　들을 감기　→　（正）引く風邪　들 감기

「仮定形」の段
（誤）引けば　들으면　→　（正）引けば　들면

「〜に」の段



（誤）引きに　들으러　→　（正）引きに　들러

●253ページ
「広い　넓다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）広いみたいです　넓은 것 같어요　→　（正）広いみたいです　넓은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）広かったみたいです　넓었던 것 같어요　→　（正）広かったみたいです　넓었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）広いみたいです　넓을 것 같어요　→　（正）広いみたいです　넓을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）広くなりそうです　넓어질 것 같어요　→　（正）広くなりそうです　넓어질 것 같아요

●255ページ
「吹く　불다」の表組内
「〜から」の段
（誤）吹くから　불으니까　→　（正）吹くから　부니까

「〜ながら」の段
（誤）吹きながら　불으면서　→　（正）吹きながら　불면서

●258ページ
「太い　굵다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵은 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）太かったみたいです　굵었던 것 같어요　→　（正）太かったみたいです　굵었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵을 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）太くなりそうです　굵어질 것 같어요　→　（正）太くなりそうです　굵어질 것 같아요



●268ページ
「曲がる　돌다」の表組内
「〜時」の段
（誤）曲がる時　돌을 때　→　（正）曲がる時　돌 때

「〜から」の段
（誤）曲がるから　돌으니까　→　（正）曲がるから　도니까

「〜ながら」の段
（誤）曲がりながら　돌으면서　→　（正）曲がりながら　돌면서

「〜たことが」の段
（誤）曲がったことが　돌은 적이　→　（正）曲がったことが　돈 적이

「過去連体」の段
（誤）曲がったTAXI　돌은 택시　→　（正）曲がったTAXI　돈 택시

「未来連体」の段
（誤）曲がるTAXI　돌을 택시　→　（正）曲がるTAXI　돌 택시

「仮定形」の段
（誤）曲がれば　돌으면　→　（正）曲がれば　돌면

●292ページ
「持つ　들다」の用言の活用
（誤）「規則」　→　（正）「ㄹ脱落」

「〜てください」の段
（誤）持ってください　들으세요　→　（正）持ってください　드세요

●318ページ
「若い　젊다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊은 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段



（誤）若かったみたいです　젊었던 것 같어요　→　（正）若かったみたいです　젊었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊을 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）若くなりそうです　젊어질 것 같어요　→　（正）若くなりそうです　젊어질 것 같아요

●343ページ
「韓国語索引」内
（誤）헤메다　→　（正）헤매다



 
 
 

2 刷購入者用 



『原形からの変化がわかる！　韓国語単語活用辞典』

本書で記載されている内容に誤りがありました。
正しいものを以下に表記するとともに、心よりお詫び申し上げます。

●23ページ
下段の表組内
「〜から」の段
（誤）遊ぶから　놀으니까　　→　（正）遊ぶから　　노니까

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤い楕円が入る

「未来連体」の段
（誤）　遊ぶ人　놀을 사람　　→　（正）遊ぶ人　놀 사람

●35ページ
「遊ぶ　놀다」の表組内
「〜から」の段
（誤）遊ぶから　놀으니까　　→　（正）遊ぶから　　노니까

「未来連体」の段
（誤）　遊ぶ人　놀을 사람　　→　（正）遊ぶ人　놀 사람

●41ページ
「荒い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）荒くないです　거칠지 않어요　→　（正）荒くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）荒いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）荒くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）荒くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）荒かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）荒かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段



（誤）荒いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）荒くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）荒くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●41ページ
「粗い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）粗くないです　거칠지 않어요　→　（正）粗くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）粗くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）粗くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）粗かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）粗かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）粗くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）粗くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●42ページ
「洗う　빨다」の表組内
「〜たことが」の段
（誤）洗ったことが　빨은 적이　→　（正）洗ったことが　빤 적이

「〜てください」の段
（誤）洗ってください　빨으세요　→　（正）洗ってください　빠세요

「未来連体」の段
（誤）洗う服　빨을 옷　→　（正）洗う服　빨 옷

●57ページ



「失う　잃어버리다」の表組内
「ㅂ니다」の段
（誤）失います　잃어버렸습니다　→　（正）失います　잃어버립니다

●58ページ
「薄い　엷다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷은 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）薄かったみたいです　엷었던 것 같어요　→　（正）薄かったみたいです　엷었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷을 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）薄くなりそうです　엷어질 것 같어요　→　（正）薄くなりそうです　엷어질 것 같아요

●64ページ
「売る　팔다」の表組内
「未来連体」の段
（誤）売る人　팔을 사람 　→　（正）売る人　팔 사람

●92ページ
「掛ける /賭ける /ぶら下げる　걸다」の表組内
「〜から」の段
（誤）掛けるから　걸으니까　→　（正）掛けるから　거니까

●115ページ
「切る　썰다」の表組内
「〜から」の段
（誤）切るから　썰으니까　→　（正）切るから　써니까

「〜ながら」の段
（誤）切りながら　썰으면서　→　（正）切りながら　썰면서



「〜たことが」の段
（誤）切ったことが　썰은 적이　→　（正）切ったことが　썬 적이

「過去連体」の段
（誤）切ったネギ　썰은 파　→　（正）切ったネギ　썬 파

「〜てください」の段
（誤）切ってください　썰으세요　→　（正）切ってください　써세요

「未来連体」の段
（誤）切るネギ　썰을 파　→　（正）切るネギ　썰 파

「仮定形」の段
（誤）切れば　썰으면　→　（正）切れば　썰면

「〜に」の段
（誤）切りに　썰으러　→　（正）切りに　썰러

●124ページ
「黒い　검다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검는 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검는 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）黒かったみたいです　검었던 것 같어요　→　（正）黒かったみたいです　검었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검을 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）黒くなりそうです　검어질 것 같어요　→　（正）黒くなりそうです　검어질 것 같아요

●144ページ
「渋い　떫다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫은 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段



（誤）渋かったみたいです　떫었던 것 같어요　→　（正）渋かったみたいです　떫었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫을 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）渋くなりそうです　떫어질 것 같어요　→　（正）渋くなりそうです　떫어질 것 같아요

●203ページ
「飛ぶ　날다」の表組内
「〜ながら」の段
（誤）飛びながら　날으면서　→　（正）飛びながら　날면서

「過去連体」の段
（誤）飛んだ鳥　날은 새　→　（正）飛んだ鳥　난 새

「未来連体」の段
（誤）飛ぶ鳥　날을 새　→　（正）飛ぶ鳥　날 새

「〜に」の段
（誤）飛びに　날으러　→　（正）飛びに　날러

●237ページ
「掃く　쓸다」の表組内
「〜時」の段
（誤）掃く時　쓸을 때　→　（正）掃く時　쓸 때

「〜から」の段
（誤）掃くから　쓸으니까　→　（正）掃くから　쓰니까

「〜たことが」の段
（誤）掃いたことが　쓸은 적이　→　（正）掃いたことが　쓴 적이

「過去連体」の段
（誤）掃いた部屋　쓸은 방　→　（正）掃いた部屋　쓴 방

「〜てください」の段
（誤）掃いてください　쓸으세요　→　（正）掃いてください　쓰세요



「未来連体」の段
（誤）掃く部屋　쓸을 방　→　（正）掃く部屋　쓸 방

「仮定形」の段
（誤）掃けば　쓸으면　→　（正）掃けば　쓸면

「〜に」の段
（誤）掃きに　쓸으러　→　（正）掃きに　쓸러

●238ページ
「運ぶ　나르다」の用言の活用
（誤）「ㄹ不規則」　→　（正）「르不規則」

●248ページ
「引く　끌다」の表組内
「〜時」の段
（誤）引く時　끌을 때　→　（正）引く時　끌 때

「〜から」の段
（誤）引くから　끌으니까　→　（正）引くから　끄니까

「〜ながら」の段
（誤）引きながら　끌으면서　→　（正）引きながら　끌면서

「〜たことが」の段
（誤）引いたことが　끌은 적이　→　（正）引いたことが　끈 적이

「過去連体」の段
（誤）引いた手車　끌은 손수레　→　（正）引いた手車　끈 손수레

「〜てください」の段
（誤）引いてください　끌으세요　→　（正）引いてください　끄세요

「未来連体」の段
（誤）引く手車　끌을 손수레　→　（正）引く手車　끌 손수레

「仮定形」の段



（誤）引けば　끌으면　→　（正）引けば　끌면

「〜に」の段
（誤）引きに　끌으러　→　（正）引きに　끌러

●248ページ
「引く　들다」の表組内
「〜時」の段
（誤）引く時　들을 때　→　（正）引く時　들 때

「〜から」の段
（誤）引くから　들으니까　→　（正）引くから　드니까

「〜ながら」の段
（誤）引きながら　들으면서　→　（正）引きながら　들면서

「〜たことが」の段
（誤）引いたことが　들은 적이　→　（正）引いたことが　든 적이

「過去連体」の段
（誤）引いた風邪　들은 감기　→　（正）引いた風邪　든 감기

「〜てください」の段
（誤）引いてください　들으세요　→　（正）引いてください　드세요

「未来連体」の段
（誤）引く風邪　들을 감기　→　（正）引く風邪　들 감기

「仮定形」の段
（誤）引けば　들으면　→　（正）引けば　들면

「〜に」の段
（誤）引きに　들으러　→　（正）引きに　들러

●253ページ
「広い　넓다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）広いみたいです　넓은 것 같어요　→　（正）広いみたいです　넓은 것 같아요



「過去・〜みたいです」の段
（誤）広かったみたいです　넓었던 것 같어요　→　（正）広かったみたいです　넓었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）広いみたいです　넓을 것 같어요　→　（正）広いみたいです　넓을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）広くなりそうです　넓어질 것 같어요　→　（正）広くなりそうです　넓어질 것 같아요

●255ページ
「吹く　불다」の表組内
「〜から」の段
（誤）吹くから　불으니까　→　（正）吹くから　부니까

「〜ながら」の段
（誤）吹きながら　불으면서　→　（正）吹きながら　불면서

●258ページ
「太い　굵다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵은 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）太かったみたいです　굵었던 것 같어요　→　（正）太かったみたいです　굵었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵을 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）太くなりそうです　굵어질 것 같어요　→　（正）太くなりそうです　굵어질 것 같아요

●268ページ
「曲がる　돌다」の表組内
「〜時」の段
（誤）曲がる時　돌을 때　→　（正）曲がる時　돌 때



「〜から」の段
（誤）曲がるから　돌으니까　→　（正）曲がるから　도니까

「〜ながら」の段
（誤）曲がりながら　돌으면서　→　（正）曲がりながら　돌면서

「〜たことが」の段
（誤）曲がったことが　돌은 적이　→　（正）曲がったことが　돈 적이

「過去連体」の段
（誤）曲がったTAXI　돌은 택시　→　（正）曲がったTAXI　돈 택시

「未来連体」の段
（誤）曲がるTAXI　돌을 택시　→　（正）曲がるTAXI　돌 택시

「仮定形」の段
（誤）曲がれば　돌으면　→　（正）曲がれば　돌면

●292ページ
「持つ　들다」の用言の活用
（誤）「規則」　→　（正）「ㄹ脱落」

「〜てください」の段
（誤）持ってください　들으세요　→　（正）持ってください　드세요

●318ページ
「若い　젊다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊은 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）若かったみたいです　젊었던 것 같어요　→　（正）若かったみたいです　젊었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊을 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）若くなりそうです　젊어질 것 같어요　→　（正）若くなりそうです　젊어질 것 같아요



●343ページ
「韓国語索引」内
（誤）헤메다　→　（正）헤매다



 
 
 

3 刷購入者用 



『原形からの変化がわかる！　韓国語単語活用辞典』

本書で記載されている内容に誤りがありました。
正しいものを以下に表記するとともに、心よりお詫び申し上げます。

●23ページ
下段の表組内
「〜から」の段
（誤）遊ぶから　놀으니까　　→　（正）遊ぶから　　노니까

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　赤い楕円が入る

「未来連体」の段
（誤）　遊ぶ人　놀을 사람　　→　（正）遊ぶ人　놀 사람

●35ページ
「遊ぶ　놀다」の表組内
「〜から」の段
（誤）遊ぶから　놀으니까　　→　（正）遊ぶから　　노니까

「未来連体」の段
（誤）　遊ぶ人　놀을 사람　　→　（正）遊ぶ人　놀 사람

●41ページ
「荒い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）荒くないです　거칠지 않어요　→　（正）荒くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）荒いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）荒くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）荒くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）荒かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）荒かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段



（誤）荒いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）荒くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）荒くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●41ページ
「粗い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）粗くないです　거칠지 않어요　→　（正）粗くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）粗くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）粗くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）粗かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）粗かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）粗くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）粗くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●42ページ
「洗う　빨다」の表組内
「〜たことが」の段
（誤）洗ったことが　빨은 적이　→　（正）洗ったことが　빤 적이

「〜てください」の段
（誤）洗ってください　빨으세요　→　（正）洗ってください　빠세요

「未来連体」の段
（誤）洗う服　빨을 옷　→　（正）洗う服　빨 옷

●57ページ



「失う　잃어버리다」の表組内
「ㅂ니다」の段
（誤）失います　잃어버렸습니다　→　（正）失います　잃어버립니다

●58ページ
「薄い　엷다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷은 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）薄かったみたいです　엷었던 것 같어요　→　（正）薄かったみたいです　엷었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷을 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）薄くなりそうです　엷어질 것 같어요　→　（正）薄くなりそうです　엷어질 것 같아요

●64ページ
「売る　팔다」の表組内
「未来連体」の段
（誤）売る人　팔을 사람 　→　（正）売る人　팔 사람

●92ページ
「掛ける /賭ける /ぶら下げる　걸다」の表組内
「〜から」の段
（誤）掛けるから　걸으니까　→　（正）掛けるから　거니까

●115ページ
「切る　썰다」の表組内
「〜から」の段
（誤）切るから　썰으니까　→　（正）切るから　써니까

「〜ながら」の段
（誤）切りながら　썰으면서　→　（正）切りながら　썰면서



「〜たことが」の段
（誤）切ったことが　썰은 적이　→　（正）切ったことが　썬 적이

「過去連体」の段
（誤）切ったネギ　썰은 파　→　（正）切ったネギ　썬 파

「〜てください」の段
（誤）切ってください　썰으세요　→　（正）切ってください　써세요

「未来連体」の段
（誤）切るネギ　썰을 파　→　（正）切るネギ　썰 파

「仮定形」の段
（誤）切れば　썰으면　→　（正）切れば　썰면

「〜に」の段
（誤）切りに　썰으러　→　（正）切りに　썰러

●124ページ
「黒い　검다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검는 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검는 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）黒かったみたいです　검었던 것 같어요　→　（正）黒かったみたいです　검었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검을 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）黒くなりそうです　검어질 것 같어요　→　（正）黒くなりそうです　검어질 것 같아요

●144ページ
「渋い　떫다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫은 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段



（誤）渋かったみたいです　떫었던 것 같어요　→　（正）渋かったみたいです　떫었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫을 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）渋くなりそうです　떫어질 것 같어요　→　（正）渋くなりそうです　떫어질 것 같아요

●203ページ
「飛ぶ　날다」の表組内
「〜ながら」の段
（誤）飛びながら　날으면서　→　（正）飛びながら　날면서

「過去連体」の段
（誤）飛んだ鳥　날은 새　→　（正）飛んだ鳥　난 새

「未来連体」の段
（誤）飛ぶ鳥　날을 새　→　（正）飛ぶ鳥　날 새

「〜に」の段
（誤）飛びに　날으러　→　（正）飛びに　날러

●237ページ
「掃く　쓸다」の表組内
「〜時」の段
（誤）掃く時　쓸을 때　→　（正）掃く時　쓸 때

「〜から」の段
（誤）掃くから　쓸으니까　→　（正）掃くから　쓰니까

「〜たことが」の段
（誤）掃いたことが　쓸은 적이　→　（正）掃いたことが　쓴 적이

「過去連体」の段
（誤）掃いた部屋　쓸은 방　→　（正）掃いた部屋　쓴 방

「〜てください」の段
（誤）掃いてください　쓸으세요　→　（正）掃いてください　쓰세요



「未来連体」の段
（誤）掃く部屋　쓸을 방　→　（正）掃く部屋　쓸 방

「仮定形」の段
（誤）掃けば　쓸으면　→　（正）掃けば　쓸면

「〜に」の段
（誤）掃きに　쓸으러　→　（正）掃きに　쓸러

●238ページ
「運ぶ　나르다」の用言の活用
（誤）「ㄹ不規則」　→　（正）「르不規則」

●248ページ
「引く　끌다」の表組内
「〜時」の段
（誤）引く時　끌을 때　→　（正）引く時　끌 때

「〜から」の段
（誤）引くから　끌으니까　→　（正）引くから　끄니까

「〜ながら」の段
（誤）引きながら　끌으면서　→　（正）引きながら　끌면서

「〜たことが」の段
（誤）引いたことが　끌은 적이　→　（正）引いたことが　끈 적이

「過去連体」の段
（誤）引いた手車　끌은 손수레　→　（正）引いた手車　끈 손수레

「〜てください」の段
（誤）引いてください　끌으세요　→　（正）引いてください　끄세요

「未来連体」の段
（誤）引く手車　끌을 손수레　→　（正）引く手車　끌 손수레

「仮定形」の段



（誤）引けば　끌으면　→　（正）引けば　끌면

「〜に」の段
（誤）引きに　끌으러　→　（正）引きに　끌러

●248ページ
「引く　들다」の表組内
「〜時」の段
（誤）引く時　들을 때　→　（正）引く時　들 때

「〜から」の段
（誤）引くから　들으니까　→　（正）引くから　드니까

「〜ながら」の段
（誤）引きながら　들으면서　→　（正）引きながら　들면서

「〜たことが」の段
（誤）引いたことが　들은 적이　→　（正）引いたことが　든 적이

「過去連体」の段
（誤）引いた風邪　들은 감기　→　（正）引いた風邪　든 감기

「〜てください」の段
（誤）引いてください　들으세요　→　（正）引いてください　드세요

「未来連体」の段
（誤）引く風邪　들을 감기　→　（正）引く風邪　들 감기

「仮定形」の段
（誤）引けば　들으면　→　（正）引けば　들면

「〜に」の段
（誤）引きに　들으러　→　（正）引きに　들러

●255ページ
「吹く　불다」の表組内
「〜から」の段
（誤）吹くから　불으니까　→　（正）吹くから　부니까



「〜ながら」の段
（誤）吹きながら　불으면서　→　（正）吹きながら　불면서

●258ページ
「太い　굵다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵은 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）太かったみたいです　굵었던 것 같어요　→　（正）太かったみたいです　굵었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵을 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）太くなりそうです　굵어질 것 같어요　→　（正）太くなりそうです　굵어질 것 같아요

●268ページ
「曲がる　돌다」の表組内
「〜時」の段
（誤）曲がる時　돌을 때　→　（正）曲がる時　돌 때

「〜から」の段
（誤）曲がるから　돌으니까　→　（正）曲がるから　도니까

「〜ながら」の段
（誤）曲がりながら　돌으면서　→　（正）曲がりながら　돌면서

「〜たことが」の段
（誤）曲がったことが　돌은 적이　→　（正）曲がったことが　돈 적이

「過去連体」の段
（誤）曲がったTAXI　돌은 택시　→　（正）曲がったTAXI　돈 택시

「未来連体」の段
（誤）曲がるTAXI　돌을 택시　→　（正）曲がるTAXI　돌 택시



「仮定形」の段
（誤）曲がれば　돌으면　→　（正）曲がれば　돌면

●292ページ
「持つ　들다」の用言の活用
（誤）「規則」　→　（正）「ㄹ脱落」

「〜てください」の段
（誤）持ってください　들으세요　→　（正）持ってください　드세요

●318ページ
「若い　젊다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊은 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）若かったみたいです　젊었던 것 같어요　→　（正）若かったみたいです　젊었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊을 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）若くなりそうです　젊어질 것 같어요　→　（正）若くなりそうです　젊어질 것 같아요

●343ページ
「韓国語索引」内
（誤）헤메다　→　（正）헤매다



 
 
 

4 刷購入者用 



『原形からの変化がわかる！　韓国語単語活用辞典』

本書で記載されている内容に誤りがありました。
正しいものを以下に表記するとともに、心よりお詫び申し上げます。

●41ページ
「荒い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）荒くないです　거칠지 않어요　→　（正）荒くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）荒いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）荒くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）荒くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）荒かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）荒かったみたいです　거칠었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）荒いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）荒いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）荒くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）荒くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●41ページ
「粗い　거칠다」の表組内
「否定・아요 / 어요」の段
（誤）粗くないです　거칠지 않어요　→　（正）粗くないです　거칠지 않아요

「現在・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거친 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거친 것 같아요

「過去否定」の段
（誤）粗くなかったです　거칠지 않었어요　→　（正）粗くなかったです　거칠지 않았어요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）粗かったみたいです　거칠었던 것 같어요　→　（正）粗かったみたいです　거칠었던 것 같아요



「推測・〜みたいです」の段
（誤）粗いみたいです　거칠 것 같어요　→　（正）粗いみたいです　거칠 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）粗くなりそうです　거칠어질 것 같어요　→　（正）粗くなりそうです　거칠어질 것 같아요

●57ページ
「失う　잃어버리다」の表組内
「ㅂ니다」の段
（誤）失います　잃어버렸습니다　→　（正）失います　잃어버립니다

●58ページ
「薄い　엷다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷은 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）薄かったみたいです　엷었던 것 같어요　→　（正）薄かったみたいです　엷었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）薄いみたいです　엷을 것 같어요　→　（正）薄いみたいです　엷을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）薄くなりそうです　엷어질 것 같어요　→　（正）薄くなりそうです　엷어질 것 같아요

●124ページ
「黒い　검다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검는 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검는 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）黒かったみたいです　검었던 것 같어요　→　（正）黒かったみたいです　검었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）黒いみたいです　검을 것 같어요　→　（正）黒いみたいです　검을 것 같아요



「〜くなりそうです」の段
（誤）黒くなりそうです　검어질 것 같어요　→　（正）黒くなりそうです　검어질 것 같아요

●144ページ
「渋い　떫다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫은 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）渋かったみたいです　떫었던 것 같어요　→　（正）渋かったみたいです　떫었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）渋いみたいです　떫을 것 같어요　→　（正）渋いみたいです　떫을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）渋くなりそうです　떫어질 것 같어요　→　（正）渋くなりそうです　떫어질 것 같아요

●258ページ
「太い　굵다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵은 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段
（誤）太かったみたいです　굵었던 것 같어요　→　（正）太かったみたいです　굵었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）太いみたいです　굵을 것 같어요　→　（正）太いみたいです　굵을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）太くなりそうです　굵어질 것 같어요　→　（正）太くなりそうです　굵어질 것 같아요

●318ページ
「若い　젊다」の表組内
「現在・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊은 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊은 것 같아요

「過去・〜みたいです」の段



（誤）若かったみたいです　젊었던 것 같어요　→　（正）若かったみたいです　젊었던 것 같아요

「推測・〜みたいです」の段
（誤）若いみたいです　젊을 것 같어요　→　（正）若いみたいです　젊을 것 같아요

「〜くなりそうです」の段
（誤）若くなりそうです　젊어질 것 같어요　→　（正）若くなりそうです　젊어질 것 같아요

●343ページ
「韓国語索引」内
（誤）헤메다　→　（正）헤매다


