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今回は、様々な韓国の言い伝えを紹介します。
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ねずみが人間になる?！

韓国の様々な言い伝え



切った爪のポイ捨てはダメ！

電気も今のような爪切りもなかった昔、夜遅く暗い部屋の中でハサ

ミや小刀で爪を切るのは、危ない行為だったでしょう。また、切った

爪が飛んでしまったら、どこにあるかも分からなかったので、明るい

昼間に爪を切るよう、このような話が伝えられてきたといわれていま

す。

また、親からもらった大切な身体（切った爪でも）を大事にするよ

うにという教えでもあります。

1. 爪を切って
ポイ捨てする坊ちゃん

昔々、坊ちゃんがいた。この坊
ちゃんは、夜に爪を切ってはそ
こら中に捨てるくせがあった。

爪を食べたネズミ
『人間に化けたネズミ』などと言われる昔話。切った爪を食べたネズミが人間に化け
てその人に成りすますという話です。

２. 山の奥の寺に
入って勉強する

坊ちゃんは、ある日、官吏の登
用試験を受けるために、山の
奥の寺に入り、３年間勉強をし
た。

３. 久しぶりに帰った家
で、そっくりさんに会う

勉強を終えた坊ちゃんが、家に
帰ると、家には自分にそっくり
のもう一人の坊ちゃんがいた。

お互い「自分が本物だ」と言い
争うが、結局坊ちゃんはそっく
りさんに敗れ、家から追い出さ
れた。

４. 追い出される
坊ちゃん

坊ちゃんは寺に戻り、お坊さん
に泣きついた。すると、猫を連
れて帰ってみなさいというアド
バイスをもらい、帰宅した。

そっくりさんは猫を見て逃げ出
し、猫に噛まれて死んでしまっ
た。そっくりさんの正体は、坊
ちゃんが山に捨てた爪を食べ、
坊ちゃんに化けたネズミだった。

６. 明らかになる
そっくりさんの正体

爪切りにちなむ韓国に伝わる昔話を紹介します。

坊ちゃん

５. お坊さんに
アドバイスを聞く

P.2

長崎市 国際理解講座（2 0 2 1年8月・韓国） 国際交流員 ジョン・ヘイン（鄭惠仁）



○○すると縁起が悪い？！

この時の「縁起が悪い」は韓国語で

① 재수가 없다. (チェスガ オプタ）財運（縁起）がない

② 복이 달아난다. (ポギ ダラナンダ）福が逃げる

③ 화를 당한다. (ファールル ダンガンダ）禍に遭う などと表現します。

神器としても扱われた鏡。

割れた鏡を見ると縁起が悪い

夜に鏡を見ると縁起が悪い

などと言われています。

鏡が割れると縁起が悪い

軽はずみで、不安そうに見えるため、

貧乏ゆすりをしないように

このように言われています。

足をゆすると縁起が悪い

他人がついたため息に影響された

経験はありませんか？

ネガティブにならないようにという

意味も含まれています。

ため息をつくと縁起が悪い

五行思想が入ってきてから

死を象徴する黒色のカラスは

縁起の悪い動物とされるように

なったそうです。

カラスが鳴くと縁起が悪い

食事中は、静かに食べることが

韓国の食事マナー。

食べ物が口の中から出てきたり、

むせたりすることなどを

未然に防ぐためだと考えられます。

食事中に話すと縁起が悪い

諸説ありますが、

一説には亡くなった人の

名前を赤で書いていた

ことから不吉だと

されています。

名前を赤で書くと死ぬ

P.3

長崎市 国際理解講座（2 0 2 1年8月・韓国） 国際交流員 ジョン・ヘイン（鄭惠仁）

木や土で作られた昔の家は、敷居を踏むことによって磨り減っ

てしまい、家の建てつけが歪むこともあります。また、敷居が部屋

と部屋、部屋と外を区別する役割をもつように、生きている人と

死んだ人を区別する役割もあり、敷居を踏むと霊が体の中に入

るかもしれないとも考えられていました。

この他、家を守ってくれる神が敷居に住んでいる、段差につま

づかないように、などの由来も伝えられています。

画像出典）韓国紀行_文化_旅行_ソウル歴史紀行_
風景_182_韓屋 by 韓国教育放送公社, 

https://gongu.copyright.or.kr/, CC BY

敷居を踏むと縁起が悪い



動物に関する言い伝え

見慣れない人が自分の土地に入ってきたら大きく鳴くカササギの習性

から、こう言われています。 희작(喜鵲)とも呼ばれ、韓国では昔から嬉し

いお知らせを持ってくる縁起の良い動物として愛されてきました。首都の

ソウルを含め、多くの地域で市鳥（郡鳥など）に指定されています。

画像出典）雙鵲報喜圖 by 金弘道, https://gongu.copyright.or.kr/, CC BY

カササギが鳴くと嬉しいお客さんが来る。

山で虎の話をすると、虎が出てくる。

「호랑이도 제 말 하면 온다. 虎も自分の話をすればやって来る」は「噂を

すれば影がさす」の韓国語版です。それほど韓国には、虎が多く生息してお

り、虎による被害も多くありました。虎から逃げる方法がたくさん言い伝えら

れており、「山で虎の話はしない」こともその一つと言えます。

画像出典）KOGL Category 1|韓国国立中央博物館(https://www.museum.go.kr/)|猛虎圖

食べてすぐ寝ると行儀が悪いので、そのことを戒める言葉です。昔は

畑仕事を手伝ってくれる大事な家畜だった牛は、数人・数十人分の大

変な仕事を黙々としなければなりませんでした。

「怠けると牛になる」ともよく言いますが、それにちなんだ昔話があり

ます。それは、ある日、怠け者が牛の仮面をかぶったら、牛になってしま

い、牛の仕事をさせられ、今まで自分がどれだけ怠けていたかを反省し、

人間に戻ってからは真面目な人になったという話です。

画像出典）KOGL Category 4|韓国国立中央博物館(https://www.museum.go.kr/)
|耕沓, 《檀園風俗圖帖》by 金弘道

食べてすぐ寝ると牛になる。
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クモが見つかるということは、部屋が散らかっていることなので、お客さんが来ること

に備えて、部屋を片付けるようにという意味で、特に朝のクモは縁起が良いとされてい

ます。夜にクモが見つかったら、泥棒や嬉しくないお客さんが来るという意味で、戸締り

確認などをしたそうです。クモは害虫を食べてくれるため益虫とされるせいか、朝でも

夜でも見つかったクモはころさないようにと言われています。

朝のクモは嬉しいお客さん、夜のクモは泥棒。



アオガエルが鳴く理由

カエルに関する言い伝えには、「カエルが鳴くと雨が降る」、「カエルが

鳴くと先祖のお墓が流される」といったものがありますが、カエルは、実際

に湿気が多くなると肌が濡れて呼吸しやすくなるため、嬉しくて鳴くそうです。

雨が降る前はカエルが鳴くことを科学的に教えると同時に「親孝行しなさ

い」という教えも含まれています。

お母さんアオガエルが死んで、

今までの行動を反省した息子

のアオガエルは遺言通り川沿

いにお墓を作った。

雨の日にアオガエルが鳴く理

由は、その息子のアオガエルが

川沿いにあるお母さんのお墓

が流れていかないかと心配して

泣くからだそう。

アオガエルの説話

「アオガエルが鳴く理由・青蛙伝説・青蛙の親不

孝・青蛙の鳴き声」などの異称があります。

とても悲しい話ですが、話の中のアオガエルのよう

に後悔しないように、親が生きているうちに親のい

うことをよく聞くようにという意味があります。

韓国語で「アオガエル（청개구리・チョンゲグ

リ）」は、何でもわざと人に逆らった行動をする人を

比喩する言葉でもあり、親の言うことを聞かないや

んちゃな子どもによく使います。

４. 雨の日には心配して
泣く息子のアオガエル

３. 反省する
息子のアオガエル

1. あまのじゃくな
息子のアオガエル

２. お母さんアオガエル
「川沿いに葬って」

画像出典）KOGL Category 1|韓国国立民
俗博物館(https://www.nfm.go.kr/)|青蛙

雨の日にアオガエルが鳴く理由についての韓国の昔話を紹介します。

昔々、あまのじゃくなアオガエ

ルの息子がいた。

病気で残された時間があまり

ないお母さんアオガエル。自分

のお墓を山の上に作ってほし

かったが、息子が反対の行動を

取ることを想定し、「お母さんが

死んだら川沿いに葬ってね」と

遺言を残した。
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ご飯を食べる方向

ご飯は、体を中心に内側から外側に食べるようにと言われています。特に真ん中から

食べるのは、生きている親の墓を掘る（親を早く亡す）ことを意味することや、法事の時

にお供えするご飯を連想させることから、縁起が悪いとされています。また、外側から食

べるのは、自分の家が持てず借家を転々とすることを意味するため良くないと言われて

います。

食生活に関する言い伝え

生柿を食べてガニを食べると死ぬ。

柿とカニの食べ合わせがすごく悪いという言い伝えです。韓医学では、下痢をす

る食べ合わせと言われています。朝鮮時代の第二十代の王（景宗）もこの理由で

命を落としたという説があります。

この他、ウナギと桃、ホウレン草と豆腐、ワカメとネギ、タコとワラビ、牛肉とニラ、

豚肉と高麗人参などが食べ合わせが悪いとされています。

昔のヤンバン（両班＊）は、ご飯を7時方向から時計回りに食べました。これは、밥상

물림（パプサンムルリム）というご飯を全部食べずに目下の人に譲る習慣があること

から、ご飯をキレイに残すためでした。

上記のご飯を食べる方向に関する様々な言い伝えも、ご飯をキレイに食べるようにと

いう意味だと考えられます。

ご飯を左、汁物を右に置くのは、日本と同じです。

しかし、この位置を逆にする時もあります。それは、法事の時ですが、生きて

いる人の世界と死んだ人の世界は逆になっているので、死んだ人のためには

逆にしなければいけないそうです。子どもの頃の私もついこの位置を逆にして

「これは霊の食事だから」と叱られたことがあります。

ご飯と汁物の位置

ご存知ですか？わかめスープは、韓国では、誕生日に食べられますが、大事なことの

前には食べない代表的なNGフードです。ぬめぬめした触感で試験に滑る、ミクロジダ

（滑る）と発音が似ている、歴史的なエピソードからなど、色んな由来があげられます。

「わかめスープを食べる」は、①試験などに落ちる ②クビになる ③ひじ鉄砲を食らう

という意味がある慣用句でもあります。

わかめスープ（ミヨクク）を食べると試験に落ちる
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＊両班：高麗～朝鮮時代までの支配階層をさし、貴族階級に相当する。



恋と夢に関する言い伝え

新しい靴を履いて、遠くに行ってし

まうとされており、特に恋人にあげ

るプレゼントとしては、人気がありま

せん。

靴をプレゼントすると別れる

歯が痛む夢を見たら、周りの人に良くないことが起きる

よく食べることは、体の健康にもつながります。夢の中での歯は、家族や近い人の健康

を意味します。上の歯は自分より上の人を、下の歯は自分より下の人を意味し、特に夢の

中で歯が抜けることはとても悪いとされます。

キレイな服を着た先祖の夢を見ると、物事がうまくいく

「잘되면 제 탓 못되면 조상 탓 事がうまくいけば自分の手柄、でなければ祖先のせ

いにする」ということわざがあります。失敗の責任をとかく他人のせいにしたがる人間の

浅ましさをあざける意味で使われます。

このように先祖のせい、または、おかげにすることは多々あり、先祖の夢についての言

い伝えもたくさんあります。縁起が良い夢か悪い夢かは、先祖の表情や服装などで、区

別します。
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「手巾」は、ハンカチを意味する漢字ですが、縁を切るという意味もあるそうです。また、

涙をぬぐう時にも使われるので、別れを連想させます。

単純に別れの意味ではなく「再会」、「別れても私たちの思い出を忘れないで」、「無

事に戻ってきて」という意味でも使われます。

別れを意味するハンカチ

手羽元も食べると食べた人の気持ち

が恋人から離れると言われますが、脂

が多くて美味しい部位を食べたかった

人によって作られたと考えられます。

手羽先を食べると浮気する

子どもをたくさん産む豚は、多産と福を象徴する動物です。「豚」という漢字の韓

国語の発音は「トン」ですが、お金（돈・トーン）と発音が似ているためだという説も

あります。

便は、農業社会で肥料として使われたことからのようです。

便が付いた豚の夢は、特に良いとされます。✨

宝くじ
買っちゃいな！

豚・便の夢を見たら、財運が上がる



言い伝えの本当の意味について

韓国でも「夜中に口笛を吹くと幽霊（蛇）が出る」と言いますが、キバノロ事件(?)後、

どうして「夜中に口笛を吹いてはいけないか」をもう一度考えました。ふと「夜に何か

聞こえてきたら、他の人が怖がるかもしれないじゃない」と言っていた父の話を思い出

し、ただの「迷信」と思われる言い伝えにも、実は、隠れている教えがあるかもしれな

いと思い、今回の講座を準備しました。

最後に

次回の講座は、9月21日（火）

帽子でどんな人かが分かる！
帽子天国と呼ばれた韓国の様々な伝統帽子

真夜中の叫び声

ある秋の夜のことです。寝ていた私は目を覚ましました。「うわああ！」という男性の

叫び声が聞こえたからです。その頃は山に囲まれ、他の家とも少し離れている所に住

んでいました。聞こえるはずがない声に数分間怯えました。家族みんなが危険になる

かもしれないと、恐る恐る寝ていた母と父に声をかけました。

「何か聞こえるよ」と言っても反応はありませんでした。自分の聞き間違えかなと思っ

て、もう一度外の音に耳を傾けましたが、やはり聞き間違えではありませんでした。

「誰かいるって」ともう一度声をかけたら、父は「キバノロの鳴き声だよ」と答えました。

私にはどうしても男の人の叫び声にしか聞こえませんでしたが、何とか再び眠りにつ

くことができました。
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※ダイジェスト版で実施する際は、テーマを変更する可能性もあります。

キバノロをご存知ですか？韓国では、고라니・ゴラニと呼ばれます。全

世界のキバノロの90％は、韓国に生息しています。このキバノロのオス

は、繫殖期の秋になるとメスのキバノロに会うために大きく鳴くそうです。

（右のキバノロの写真をクリックすると、私が経験したのと

一番似ているキバノロの鳴き声の動画のページに移ります。）

オスのキバノロ

https://youtu.be/-rAlmxbDwU4

