
韓国語語彙リスト（あいうえお順） 

あ    

あい（あいしている） 愛（している） (6-2) 사랑(하고 있다) 

あいかわらず   (3-1) 여전히 

あいじん 愛人 (5-2) 애인 

アイススケート   (6-2) 아이스 스케이트 

あいつ   (1-2) 그 녀석, 저 녀석 

あいて 相手 (1-1) 상대 

アイデア   (4-3) 아이디어 

～あう   (1-1) 서로～(하다) 

アウトドア   (1-1) 야외 

あかるい 明るい (1-1) 밝다 

あきらかに 明らかに (5-2) 명확히 

あきらめる   (6-3) 포기하다 

あぐらをかく   (3-3) 책상다리를 하다 

あげもの 揚げもの (7-1) 튀긴 음식 

あげる 挙げる (6-3) 들다 

あげる 揚げる (7-2) 튀기다 

あげる（かおを） 上げる（顔を） (5-3) 들다(얼굴을) 

アジア   (2-1) 아시아 

あしがる 足軽 (1-3) 졸병 

あせをかく 汗をかく (7-2) 땀을 흘리다 

あたえる 与える (8-3) 제공하다 

あたまがいい 頭がいい (1-1) 머리가 좋다 

あたまがやわらかい 頭が柔らかい (1-3) 사고력이 유연하다 

あたる 当たる (7-3) 부딪히다, 적합하다 

あちこち   (2-2) 여기저기 

あっというま（に） あっという間（に） (3-3) 눈 깜짝할 사이에 

あと   (5-1) 나중 

あとの～   (5-1) 나중의～ 

アドバイス（する）   (2-1) 어드바이스 

アドレス   (8-1) 어드레스 

あぶら 油 (7-1) 기름 

アフリカ   (2-3) 아프리카 

あまい 甘い (8-2) 달다 

あまくち（の） 甘口（の） (3-2) 단맛(의) 

あまりに（も）   (7-2) 너무나도 



アメリカ   (1-1) 미국 

あやしい 怪しい (5-2) 수상하다, 이상하다 

あらためて   (3-2) 다른 기회에 

あらわす 表す (1-3) 나타내다 

あらわれる 表れる (7-3) 나타나다 

ありうる   (4-2) 있을 수 있다 

アリバイ   (5-1) 알리바이 

アルゼンチン   (2-3) 아르헨티나 

あるにはある   (4-1) 있긴 있다 

あるひ ある日 (1-2) 어느날 

アロマテラピー   (7-2) 아로마 테라피 

あわせて 合わせて (8-3) 맞추어 

あわてて～（する）   (5-3) 당황해서 ∼(하다) 

あんてい（する） 安定（する） (2-1) 안정(하다) 

 
い    

い 胃 (2-2) 위 

いいかえる 言い換える (8-3) 바꾸어 말하다 

いいかえれば 言い換えれば (8-3) 바꾸어 말하면 

イエローカード   (6-2) 옐로 카드 

イカ   (7-2) 오징어 

いかだいがく 医科大学 (7-2) 의과 대학 

いきがつまる 息が詰まる (3-1) 숨이 막히다 

イギリス   (2-3) 영국 

いくつか（の）   (2-2) 언젠가 

いけいようし い形容詞 (3-1) い형용사 

いけばな 生け花 (2-2) 꽃꽂이 

いこいのば 憩いの場 (2-1) 쉼터, 휴식처 

～いこう ～以降 (3-2) ～이후 

いこくじょうちょゆたか（な） 異国情緒豊か（な） (2-3) 이국 정서가 풍부한 

いざ～となると   (7-3) 정작 ∼이 되면 

いざかや 居酒屋 (1-1) 선술집 

いし 意志 (5-3) 의지 

いしき（する） 意識（する） (7-3) 의식(하다) 

いじめ   (8-3) 왕따 

イスラムきょう イスラム教 (2-1) 이슬람교 

いずれにせよ   (5-3) 어차피, 결국 



いせい 異性 (6-1) 이성 

いぜん 以前 (3-1) 이전 

いためる 炒める (7-2) 기름에 볶다 

いちおう 一応 (2-2) 일단 

いちにちもはやく 一日もはやく (3-3) 하루라도 빨리 

いちぶ 一部 (3-2) 일부 

いつう 胃痛 (7-2) 위통 

いつか   (4-1) 언젠가 

いっけんのかちあり 一見の価値あり (2-1) 한번 볼만한 가치가 있음 

いっしゅ 一種（「～の一種」） (7-2) 일종 

いったい 一体 (5-1) 도대체 

いっぱんてきに 一般的（な） (3-2) 일반적으로 

いと（する） 意図（する）     (3-3) 의도(하다) 

いとこ   (8-3) 사촌 

いま 居間 (1-1) 거실 

いまでは 今では (2-3) 지금으로서는 

いまでも 今でも (1-1) 지금도 

いみん（する） 移民（する） (2-3) 이민(하다) 

イメージ   (3-2) 이미지 

イライラする   (3-1) 안절부절 못하다 

イラストレーター   (1-1) 일러스터 편지 

いりょう 医療 (7-3) 의료 

いわゆる   (1-1) 소위, 이른바 

いんしょう 印象 (1-1) 인상 

いんしょうにのこる 印象に残る (1-2) 인상에 남다 

インスタントしょくひん インスタント食品 (4-2) 인스턴트 식품 

インタビュー（する）   (6-2) 인터뷰(하다) 

インド   (2-3) 인도 

インドシナはんとう インドシナ半島 (2-1) 인도네시아 반도 

インドよう インド洋 (2-3) 인도양 

 
う    

うえき 植木 (3-3) 정원수 

うがい   (7-1) 가글 

うき 雨期 (2-1) 장마 기간 

うけいれる 受け入れる (1-3) 받아들이다 

うけみ 受け身 (5-1) 수동 



うしなう 失う (5-1) 잃다 

うすめる 薄める (7-2) 묽게하다, 희석하다 

うちゅう 宇宙 (4-2) 우주 

うつ 撃つ (5-1) 쏘다 

うつる 映る (4-3) (스크린에 영상이) 나타나다  

うまく   (1-3) 바람직하게 

うまくいく うまく行く (4-1) 일이 잘 되다, 인간 관계가 좋다 

うまれかわる 生まれ変わる (7-3) 새로 태어나다 

うむ 産む (6-1) 낳다 

うめる 埋める (5-1) 묻다 

うらかみてんしゅどう 浦上天主堂 (2-3) 우라카미 성당 

うわさ   (3-1) 소문 

 
え    

えいきょう（する） 影響（する） (2-3) 영향 

えいぎょうマン 営業マン (4-3) 세일즈맨 

エイズ   (4-2) 에이즈 

えいよう 栄養 (7-2) 영양 

エーゲかい エーゲ海 (2-3) 에게해 

エジプト   (2-2) 이집트 

エチケット   (3-3) 에티켓 

えどじだい 江戸時代 (2-3) 에도 시대 

えどばくふ 江戸幕府 (1-3) 에도 막부 

エビ   (2-1) 새우 

える 得る (7-3) 얻다 

 
お    

おいのり お祈り (3-2) 기도 

おうべい 欧米 (7-3) 유럽 

おおうらてんしゅどう 大浦天主堂 (2-3) 오우라 성당 

おおく 多く（「～の多く」） (7-3) 많이 

おおくの 多くの (7-3) 많은 

おおごえで 大声で (5-2) 큰 소리로 

おおざっぱ（な）   (1-3) 엉성한 

オーストラリア   (2-3) 오스트레일리아 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝ･ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ   (2-3) 럭비 

オーダーメイド   (2-1) 오더메이드, 맞춤 



オートロック   (4-3) 자동 잠금 

おかえし お返し (3-3) 답례, 답례품 

おかげさまで   (3-1) 덕분에 

おきどけい 置き時計 (3-3) 탁상 시계 

おきる 起きる (2-2) 일어나다 

おこう お香 (7-2) 향 

おこす 起こす (5-3) 일으키다, 깨우다 

おこる 起こる (4-2) 일어나다, 시작되다 

おさななじみ 幼なじみ (1-2) 어릴 때 친하던 아이 

おしゃべり（な）   (1-3) 수다장이 

おすすめ   (7-2) 권유 

おすまいの～ お住まいの～ (6-2) 거주지(의) ～ 

おせん（する） 汚染（する） (4-2) 오염(시키다) 

おそくなる 遅くなる (6-1) 늦어지다 

おそるおそる～（する） 恐る恐る～（する） (5-3) 조심조심 ∼(하다) 

おそろしい 恐ろしい (7-3) 무섭다, 두렵다 

おたがいに お互いに (1-1) 서로 

おたがいの お互いの (1-1) 상호 

おちつく 落ち着く (7-1) 안정되다 

おてつだい お手伝い (4-3) 가정부 

おでん   (2-1) 오뎅 

おとがする 音がする (5-1) 소리가 나다 

おとこらしい 男らしい (6-1) 남자다움 

おとなしい   (1-1) 어른스럽다 

おどろいたことに 驚いたことに (5-1) 놀라게도 

おどろくべき 驚くべき (5-1) 놀랄만한 

おとをたてる 音を立てる (3-3) 소리를 내다 

オフィス   (4-3) 오피스 

おもいっきり～（する） 思いっきり～（する） (4-1) 마음껏 ∼(하다) 

おもいで 思い出 (1-2) 추억 

おもいやりがある 思いやりがある (1-3) 남을 헤아리는 마음이 있다 

おや 親 (6-3) 부모 

おやこどん（ぶり） 親子丼 (4-2) 닭고기 계란 덮밥 

およそ   (2-1) 대략 

オランダざか オランダ坂 (2-3) 오란다자카(→나가사키) 

オリーブオイル   (7-2) 올리브오일 

オリンピック   (1-2) 올림픽 



おわかりですか   (6-2) 더 드시겠습니까? 

おんこう（な） 温厚（な） (1-3) 온후(한) 

おんせん 温泉 (1-1) 온천 

おんせんち 温泉地 (2-3) 온천지 

 
か    

～か ～課 (1-1) ～과 

カード   (5-1) 카드 

ガーナ   (2-3) 가나 

かいかえる 買い替える (4-3) 새로 사서 바꾸다 

かいけつ（する） 解決（する） (8-3) 해결(하다) 

がいこうかん 外交官 (8-2) 외교관 

がいしけい 外資系 (2-1) 외자계 

がいしゅつ（する） 外出（する） (6-1) 외출(하다) 

かいしょう（する） 解消（する） (7-1) 해소(하다) 

かいそう 海草 (7-1) 해초 

かいとう（する） 解答（する） APP. 해답(하다) 

ガイドブック   (2-2) 가이드북 

かいはつ（する） 開発（する） (4-3) 개발(하다) 

がいよう 概要 (5-3) 개요 

がいらいご 外来語 (4-2) 외래어 

かいわすれる 買い忘れる (3-1) 살 것을 잊다 

かおり 香り (7-2) 향기 

がか 画家 (7-1) 화가 

かかえる 抱える (8-3) 안다 

カカオ   (2-3) 카카오 

かがく 化学 (5-3) 화학 

かかせない 欠かせない (7-2) 빠뜨릴 수 없다 

かかる   (3-3) 걸리다 

かきいれる 書き入れる (1-2) 써 넣다, 기입하다 

かきかえる 書き換える (1-1) 고쳐 쓰다 

かぎっこ かぎっ子 (1-2) 맞벌이 부부의 아이 

かきまぜる かき混ぜる (7-2) (휘저어) 뒤섞다 

かく 描く (1-3) 그리다 

かぐ 嗅ぐ (7-2) (냄새를) 맡다 

がくしゃ 学者 (8-3) 학자 

がくしゅう（する） 学習（する） (1-1) 학습(하다) 



がくせいうんどう 学生運動 (5-3) 학생 운동, 데모 

がくひ 学費 (8-1) 학비 

かくりつ 確率 (7-3) 확률 

かじ 家事 (6-1) 가사, 집안 일 

かしゅ 歌手 (4-1) 가수 

かず 数 (7-3) 수 

かずおおく（の） 数多く（の） (2-1) 수 많은 

カステラ   (2-3) 카스테라 

～かた ～型 (4-3) ～형 

かち 価値 (6-3) 가치 

がっか 学科 (8-1) 학과 

がっき 学期 (8-1) 학기 

がっきゅうほうかい 学級崩壊 (8-3) 학급 붕괴 

かてい（する） 仮定（する） (7-3) 가정(하다) 

カナダ   (8-2) 캐나다 

かなり   (3-1) 꽤 

かのうけい 可能形 (3-1) 가능형 

かのうせい 可能性 (4-1) 가능성 

かのじょ 彼女 (2-1) 그녀 

カブトムシ   (1-2) 장수풍뎅이 

かぼちゃ   (7-2) 호박 

がまん（する） 我慢（する） (8-2) 참다 

がまんづよい 我慢強い (1-3) 참을성이 강하다 

かみさま 神様 (7-3) 신 

かめのこうら 亀の甲羅 (2-3) 거북이 등 

カラーテレビ   (1-2) 칼라 텔레비젼 

カラオケ・ボックス   (1-2) 노래방 

からくち 辛口 (3-2) 매운맛 

ガラズざいく ガラス細工 (2-3) 유리세공 

からだじゅう 体中 (2-2) 몸 전체 

からだにわるい 体に悪い (3-3) 몸에 나쁘다 

カリキュラム   (8-1) 컬리큘럼 

かるく 軽く (7-2) 가볍게 

カレーこ カレー粉 (7-2) 카레 가루 

かれし 彼氏 (6-2) 그이 

かわった～ 変わった～ (3-3) 별난 

～かん ～観 (6-1) ～관 



ガン   (4-2) 암 

かんき 乾期 (2-1) 건기, 건조기 

かんきょう 環境 (4-2) 환경 

かんこう（する） 観光（する） (2-2) 관광(하다) 

かんこうきゃく 観光客 (2-1) 관광객 

かんこうち 観光地 (2-1) 관광지 

かんこく 韓国 (3-3) 한국 

かんじゃ 患者 (7-3) 환자 

かんしゃ（する） 感謝（する） (8-2) 감사(하다) 

かんじゅせいゆたか（な） 感受性豊か（な） (1-3) 감수성 풍부한 

かんじる 感じる (1-1) 느끼다 

かんせい（する） 完成（する） (1-1) 완성(하다) 

かんそう 感想 (2-3) 감상 

かんとく 監督 (6-2) 감독 

カンボジア   (2-1) 캄보디아 

かんりしゅぎきょういく 管理主義教育 (8-3) 관리주의 교육 

かんれん（する） 関連（する） (4-2) 관련(하다) 

 
き    

きおく（する） 記憶（する） (1-2) 기억(하다) 

きおん 気温 (2-1) 기온 

ぎおんやまかさ 祇園山笠 (2-1) 기온 야마카사  

きがつく 気がつく (5-2) 깨닫다, (제)정신이 들다 

きがみじかい 気が短い (1-1) 성급하다 

ききとる 聞き取る (3-1) 들어 알다, 청취하다 

きく 菊 (3-3) 국화 

きげん 起源 (2-3) 기원 

きこう 気候 (2-1) 기후 

きごう 記号 (1-3) 기호 

きこく（する） 帰国（する） (3-3) 귀국(하다) 

きこん（しゃ） 既婚（者） (6-1) 기혼(자) 

ギザ   (2-2) 까칠까칠 

きしゃ 記者 (1-1) 기자 

きずな   (6-3) 유대 

きそ 基礎 (8-1) 기초 

きたい（する） 期待（する） (4-2) 기대(하다) 

きたえる   (8-2) 단련하다, 훈련하다 



きちょうひん 貴重品 (2-2) 귀중품 

きっかけ   (4-1) 계기 

きづく 気づく (6-2) 깨닫다, 눈치채다, 알아차리다 

きってもきれないそんざい 切っても切れない存在 (7-2) 끊어도 끊을수 없는 존재 

きつねいろ きつね色 (7-2) 엷은 갈색 

きにする 気にする (1-3) 마음에 두다, 걱정하다 

きになる 気になる (3-1) 마음에 걸리다, 걱정되다 

きねんび 記念日 (6-2) 기념일 

きのう（する） 機能（する） (4-3) 기능(하다) 

キノコ   (7-1) 버섯 

きぼう（する） 希望（する） (4-1) 희망(하다) 

きまり！ 決まり！ (1-2) 결정 

きむずかしい 気難しい (1-3) 성미가 까다롭다 

ぎもんし 疑問詞 (5-2) 의문사 

キャッシュ・カード   (5-1) 캐쉬 카드 

きゅうグラバーてい 旧グラバー邸 (2-3) (구)그라바 저택 

きゅうこう 休講 (8-1) 휴강 

きゅうじつ 休日 (6-1) 휴일 

きゅうせい 旧姓 (1-1) (결혼, 양자관계로 성이 바뀐 

사람의) 본 성 

きょうき 凶器 (5-1) 흉기 

きょうし 教師 (1-1) 교사 

きょうちょう（する） 強調（する） (7-3) 강조(하다) 

きょうちょうせいがない 協調性がない (1-3) 협조성이 없다 

きょうつう（する） 共通（する） (3-2) 공통(되다) 

きょうはくじょう 脅迫状 (5-3) 협박장 

きょうみぶかい 興味深い (3-2) 흥미깊다 

きょうよう 教養 (8-2) 교양 

きらう 嫌う (7-1) 싫어하다 

ギリシャ   (2-3) 그리스 

キリストきょう キリスト教 (1-3) 크리스트교 

きる 切る (3-3) 자르다 

きれる 切れる (4-3) 베이다, (칼이) 잘 들다 

きろく（する） 記録（する） (5-1) 기록(하다) 

きをつかう 気を使う (7-1) 신경쓰다 

ぎん 銀 (2-1) 은 

きんえん 禁煙 (2-1) 금연 



きんこ 金庫 (5-1) 금고 

きんだいてき（な） 近代（的な） (2-3) 근대(적인) 

きんちょう（する） 緊張（する） (7-2) 긴장(하다) 

きんべん（な） 勤勉（な） (3-2) 근면(한) 

 
く    

グイグイひっぱる グイグイ引っ張る (6-1) 힘껏 당기다 

クイズ   (3-3) 퀴즈 

ぐうぜん 偶然 (5-2) 우연 

クーラー   (1-2) 에어컨 

くうらん 空欄 (5-1) 공란 

くし   (2-3) 꼬챙이, 꼬치 

くしだじんじゃ 櫛田神社 (2-1) 쿠시다 신사 

ぐたいてき（に） 具体的（に） (7-1) 구체적(으로) 

ぐち 愚痴 (6-2) 불평, 불만 

くちでは～といっても 口では～と言っても (7-3) 말로는 ∼라고 해도 

くちにあわない 口にあわない (3-1) 입맛에 맞지 않다 

クッキング   (7-1) 쿠킹 

ぐっすりねむる ぐっすり眠る (7-2) 푹 자다 

くやしい 悔しい (1-3) 억울하다, 분하다 

グラウンド   (8-2) 운동장 

くらす 暮らす (4-1) 살다 

クラブ   (1-1) 클럽 

くらべる 比べる (3-2) 비교하다 

くりかえし～（する） 繰り返し～（する） (1-1) 반복해서 ∼(하다) 

クリケット   (2-3) 크리켓 

グループ   (4-3) 그룹 

くるしい 苦しい (7-3) 괴롭다 

くるしむ 苦しむ (7-3) 괴로워하다 

グレー   (1-1) 회색 

グレープフルーツ   (7-2) 그레이프 후루츠 

くろう（する） 苦労（する） (3-1) 고생(하다) 

くわえる 加える (2-1) 더하다 

くわしい 詳しい (7-3) 상세한 

くわしく 詳しく (1-1) 상세하게 

 


