
け    

けいえい（する） 経営（する） (1-1) 경영(하다) 

けいえいがく 経営学 (4-1) 경영학 

けいご 敬語 (7-1) 경어 

けいじ 刑事 (5-1) 형사 

げいじゅつ 芸術 (7-1) 예술 

けいたいでんわ 携帯電話 (4-3) 휴대폰 

けいむしょ 刑務所 (5-3) 형무소 

けいやくしょ 契約書 (8-1) 계약서 

けっか 結果 (3-2) 결과 

けっきょく 結局 (1-2) 결국 

けってん 欠点 (1-3) 단점 

けつろん 結論 (5-3) 결론 

けむり 煙 (5-3) 연기 

けらい 家来 (1-3) 주인을 섬기는 사람, 부하 

～けん ～件 (8-3) ～건 

けん 県 (1-2) 현 

けんきゅういん 研究員 (4-3) 연구원 

けんきゅうじょ 研究所 (4-3) 연구소 

げんきん 現金 (5-1) 현금 

けんこう（な） 健康（な） (2-2) 건강(한) 

げんざい 現在 (7-3) 현재 

げんじつ 現実 (6-3) 현실 

けんじょうご 謙譲語 (7-2) 겸양어 

けんたいかい 県大会 (8-2) 현 대회 

げんだいじん 現代人 (7-2) 현대인 

けんちく 建築 (1-1) 건축 

げんば 現場 (5-1) 현장 

けんり 権利 (7-3) 권리 

げんりょう 原料 (2-3) 원료 

 
こ    

～ご ～後 (1-2) ～후 

こい 濃い (3-2) 진한 

ごい 語彙 (1-3) 어휘 

こうい 行為 (7-3) 행위 

こういんやのごとし 光陰矢の如し (3-3) 세월은 화살과 같다 



こうえん 講演 (7-2) 강연 

こうか（てきな） 効果（的な） (7-2) 효과(적인) 

こうがい 公害 (4-2) 공해 

こうかい（する） 後悔（する） (3-3) 후회(하다) 

こうかいこうざ 公開講座 (7-2) 공개 강좌 

こうがく 工学 (5-3) 공학 

ごうかく（する） 合格（する） (4-2) 합격(하다) 

こうかん（する） 交換（する） (8-1) 교환(하다) 

こうき 後期 (8-1) 후기 

こうくうだいがく 航空大学 (4-1) 항공 대학 

こうげいひん 工芸品 (2-3) 공예품 

こうこく（する） 広告（する） (1-1) 광고(하다) 

ごうコン 合コン (1-1) 미팅 

こうしえん 甲子園 (8-2) 코시엔(→야구장 이름) 

こうそく 校則 (8-1) 교칙 

こうてい（てきな） 肯定（的な） (1-3) 긍정(적인) 

ごうとう 強盗 (5-1) 강도 

こうどう（する） 行動（する） (5-2) 행동(하다) 

こうどけいざいせいちょうき 高度経済成長期 (1-2) 고도 경제 성장기 

こうないぼうりょく 校内暴力 (8-3) 교내 폭력 

こうはい 後輩 (5-1) 후배 

こうはん 後半 (1-3) 후반 

こうりつ 公立 (8-1) 공립 

こうれいかしゃかい 高齢化社会 (4-2) 고령화 사회 

こえる 超える (4-2) 넘다 

こおり 氷 (2-2) 얼음 

ゴールデン・ウィーク   (2-2) 골덴 위크, 황금의 휴일 

ごかい（する） 誤解（する） (3-3) 오해(하다) 

ごかいをとく 誤解をとく (3-3) 오해를 풀다 

こくご 国語 (1-1) 국어 

こくさいか（する） 国際化（する） (8-2) 국제화(하다) 

こくさいしょくゆたか 国際色豊か（な） (2-3) 국제적 분위기가 풍부한 

こくせき 国籍 (6-3) 국적 

こくち（する） 告知（する） (7-3) 고지(하다) 

こくみん 国民 (2-1) 국민 

こくみんせい 国民性 (3-2) 국민성 

こころがける 心掛ける (7-2) 마음을 쓰다,유의하다 



コショウ 胡椒 (7-2) 후추 가루 

こじんしゅぎ 個人主義 (3-2) 개인주의 

こそだて 子育て (8-2) 육아 

こたえる 応える (6-2) 절실하게 느껴지다, 보답하다 

ごちそうさまでした   (1-2) 잘 먹었습니다 

こっきょう 国境 (6-3) 국경 

ことばがつうじる 言葉が通じる (4-2) 말이 통하다 

このは 木の葉 (3-1) 나뭇잎 

コミュニケーション   (3-3) 커뮤니케이션 

こむぎこ 小麦粉 (7-2) 밀가루 

ゴロゴロする   (6-2) 빈둥거리다 

ころす 殺す (1-3) 죽이다 

ころぶ 転ぶ (6-1) 쓰러지다 

コントロール（する）   (5-3) 컨트롤(하다) 

 
さ    

さあ   (5-2) 자(→주의를 끌 때 사용) 

サークル   (8-1) 써클, 동아리 

サービス（する）   (8-1) 서비스(하다) 

さいしん 最新 (4-3) 최신 

さいてき（な） 最適（な） (7-2) 최적(인) 

さいのう 才能 (4-1) 재능 

さいほう（する） 裁縫（する） (8-1) 재봉(하다) 

ざいりょう 材料 (7-2) 재료 

サイン（する）   (8-1) 사인(하다) 

さかずき 杯 (3-3) 술잔 

さこく 鎖国 (2-3) 쇄국 

さしころす 刺し殺す (8-3) 찔러 죽이다 

サスペンス   (5-1) 서스펜스, 추리 

さそう 誘う (6-1) 권유하다, 권하다 

さっか 作家 (5-1) 작가 

さつじん 殺人 (5-1) 살인 

さっそく～（する） 早速～（する） (6-2) 곧/즉시 ～(하다) 

さっと   (7-2) 순식간에, 잽싸게 

さて   (1-3) 그런데 

さばく 砂漠 (2-2) 사막 

さびしがりや 寂しがり屋 (1-3) 유난히 외로움을 타는 사람 



さほう 作法 (7-2) 예절, 작법 

さまざま（な） 様々（な） (4-2) 다양한 

さむらい 侍 (1-3) 무사 

さんか（する） 参加（する） (7-2) 참가(하다) 

ざんぎょう（する） 残業（する） (3-2) 잔업(하다) 

サングラス   (2-2) 썬글래스 

さんこうにする 参考にする (4-2) 참고로 하다 

ざんこく（な） 残酷（な） (1-3) 잔혹(한) 

さんしょう（する） 参照（する） (3-2) 참고(하다) 

さんせい（する） 賛成（する） (2-2) 찬성(하다) 

さんち 産地 (2-3) 산지 

さんぴ 賛否 (7-3) 찬성 여부 

さんぴりょうろん 賛否両論 (8-2) 찬부 여론 

 
し    

し 詩 (8-2) 시 

しあわせ（な） 幸せ（な） (1-1) 행복(한) 

シーフード   (7-2) 해물 

ジーンズ   APP. 청바지 

しえき 使役 (8-1) 사역 

しえきうけみ 使役受け身 (8-2) 사역 수동 

しおからい 塩辛い (7-2) 짜다 

しかい（しゃ） 司会（者） (7-1) 사회(자) 

しかける 仕掛ける (5-3) 장치하다, 준비하다 

しかたがない 仕方がない (4-1) 어쩔 수 없다 

しかたなく～（する） 仕方なく～（する） (4-1) 어쩔 수 없이 ～하다 

しかも   (4-2) 게다가 

じけん 事件 (5-1) 사건 

じこう 時効 (5-3) 시효 

じこしょうかい（する） 自己紹介（する） (1-1) 자기 소개 (하다) 

じこちゅうしんてき（な） 自己中心的（な） (3-2) 자기 중심적(인) 

じさつ（する） 自殺（する） (8-3) 자살(하다) 

じじつ 事実 (3-3) 사실 

ししゃ 支社 (4-1) 지사 

じじょう 事情 (8-1) 사정 

じしん 自信 (5-3) 자신 

システムエンジニア   (1-1) 시스템 엔지니어 



しせつ 施設 (8-1) 시설 

しぜん 自然 (1-2) 자연 

しぜんゆたか（な） 自然豊か（な） (2-3) 자연이 풍부(한) 

したい 死体 (5-1) 사체, 시체 

しつ 質 (8-3) 질, 품질 

じっか 実家 (1-2) 본가 

じつげん（する） 実現（する） (4-1) 실현(하다) 

じっさいに 実際（に） (2-1) 실제(로) 

じっし（する） 実施（する） (7-3) 실시(하다) 

しつど 湿度 (2-1) 온도 

じっと   (1-3) 가만히, 지그시 

じつに 実に (5-3) 실로 

じつは 実は (1-3) 사실은 

じてん 事典 (5-3) 사전 

してんちょう 支店長 (5-3) 지점장 

じどうし 自動詞 (4-3) 자동사 

じどうてき（に） 自動的（に） (4-3) 자동적(으로) 

しない 市内 (2-3) 시내 

シナモン   (7-2) 계피 

じひょう 辞表 (4-1) 사표 

じぶんじしん 自分自身 (1-3) 자기 자신 

じぶんで 自分で (2-2) 자기 스스로 

しまぐに 島国 (2-3) 섬나라 

じまん（する） 自慢（する） (1-1) 자랑하다 

しみんげきじょう 市民劇場 (2-1) 시민극장 

しめす 示す (7-3) 보이다, 가리키다 

しめる 占める (7-3) 점하다 

じもと 地元 (1-1) 향토 

ジャーナリスト   (4-1) 저널리스트 

しやくしょ 市役所 (1-1) 시청 

しゃこうてき（な） 社交的（な） (1-3) 사교적(인) 

ジャスミン（ちゃ） ジャスミン（茶） (7-2) 쟈스민(차) 

シャンプー   (2-2) 샴푸 

じゅうきょ 住居 (4-2) 주거 

しゅうきょう 宗教 (2-1) 종교 

しゅうしょく（する） 就職（する） (2-1) 취직(하다) 

じゅうたく 住宅 (4-3) 주택 



しゅうだんしゅぎ 集団主義 (3-2) 집단주의 

しゅうちゅう（する） 集中（する） (3-1) 집중(하다) 

しゅうにゅう 収入 (6-2) 수입 

しゅうまつ 週末 (1-3) 주말 

じゅうよう（な） 重要（な） (5-3) 중요(한) 

じゅく 塾 (1-2) 학원 

しゅご 主語 (7-1) 주어 

しゅしょう 首相 (6-2) 수상 

しゅっしん 出身（「～の出身だ」） (3-2) 출신 

しゅっせ（する） 出世（する） (1-3) 출세(하다) 

しゅっぱん（する） 出版（する） (7-1) 출판(하다) 

しゅっぱんしゃ 出版社 (1-1) 출판사 

しゅと 首都 (2-1) 수도 

しゅふ 主婦 (1-1) 주부 

しゅるい 種類 (1-3) 종류 

じゅんじょ 順序 (7-2) 순서 

じゅんばん（に） 順番（に） (8-1) 순서(대로) 

～しょう ～賞 (7-1) ～상 

しょうが 生姜 (7-2) 생강 

しょうか（する） 消化（する） (7-2) 소화(하다) 

しょうがくきん 奨学金 (4-1) 장학금 

じょうきょう 状況 (2-2) 상황 

しょうきょくてき（な） 消極的（な） (7-3) 소극적(인) 

じょうげかんけい 上下関係 (3-2) 상하 관계 

しょうけん 証券 (1-1) 증권 

しょうげん（する） 証言（する） (5-1) 증언(하다) 

しょうじき（な） 正直（な） (3-3) 정직(한) 

しょうしゃ 商社 (4-3) 상사 

じょうたい 状態 (5-1) 상태 

しょうちょう（する） 象徴（する） (1-2) 상징(하다) 

しょうにん 商人 (3-2) 상인 

しょうひぜい 消費税 (7-3) 소비세 

じょうほう 情報 (8-1) 정보 

しょうわ 昭和 (5-3) 소화(→1926 년부터 1987 년까지의 

일본의 연호) 

ジョギング（する）   (8-1) 죠깅(하다) 

しょくせいかつ 食生活 (4-2) 식생활 



しょくぶんか 食文化 (2-1) 식문화 

しょくみんち 植民地 (2-1) 식민지 

しょくよく 食欲 (7-1) 식욕 

しょくりょう 食糧 (4-2) 식량 

じょし 助詞 (1-1) 조사 

じょゆう 女優（→俳優） (1-1) 여우(→여자배우) 

しょり（する） 処理（する） (8-1) 처리(하다) 

シラバス   (8-1) 수업 개요 

しりあう 知りあう (1-1) 서로 알다 

しりつ 私立 (8-3) 사립 

しりょう 資料 (3-1) 자료 

しりょく 視力 (4-1) 시력 

しろばい 白バイ (5-3) 백색 오토바이(→경찰 오토바이의 

통칭) 

しんがくりつ 進学率 (8-3) 진학률 

しんけいしつ（な） 神経質（な） (1-3) 신경질(적인) 

しんけん（な） 真剣（な） (4-1) 진지(한) 

しんこう（する） 信仰（する） (6-3) 신앙(하다) 

しんこうしん 信仰心 (3-2) 신앙심 

しんこく（な） 深刻（な） (4-2) 심각(한) 

しんこくか（する） 深刻化（する） (8-3) 심각화(하다) 

しんこん 新婚 (6-2) 신혼 

しんしつ 寝室 (4-3) 침실 

しんじゃ 信者 (2-1) 신자 

しんじゅ 真珠 (2-1) 진주 

しんじる 信じる (5-3) 믿다 

じんせい 人生 (8-2) 인생 

しんせい（する） 申請（する） (2-2) 신청(하다) 

しんせき 親戚 (6-3) 친척 

しんぞうほっさ 心臓発作 (7-2) 심장 발작 

しんたくぎんこう 信託銀行 (5-3) 신탁 은행 

しんちょう（な） 慎重（な） (1-3) 신중(한) 

しんとう 神道 (2-1) 신도 

しんぴ（てきな） 神秘（的な） (2-3) 신비(적인) 

じんぶつ 人物 (5-1) 인물 

しんぽ（する） 進歩（する） (4-2) 진보(하다) 

シンボル   (2-1) 심볼, 상징 



しんり 心理 (5-3) 심리 

しんりがく 心理学 (5-3) 심리학 

 
す    

す 酢 (7-2) 식초 

ず 図 (1-2) 그림 

スイス   (2-3) 스위스 

すいぞくかん 水族館 (6-2) 수족관 

スイッチ   (4-3) 스위치 

すいり（する） 推理（する） (5-1) 추리(하다) 

すいろん（する） 推論（する） (5-3) 추론(하다) 

すうじ 数字 (1-1) 숫자 

すうち 数値 (7-3) 수치 

スープ   (2-1) 스프 

スカーフ   (2-2) 스카프 

スキャナー   (4-3) 스캐너 

スケジュール   (3-1) 스케쥴 

すすめる 勧める (7-2) 권하다 

スター   (7-1) 스타 

ずつう 頭痛 (7-2) 두통 

すっきりする   (7-2) 말쑥하다, 산뜻하다 

すっぱい   (7-2) 시큼하다, 시다 

すてき（な）   (1-2) 멋있는 

すでに 既に (5-3) 이미 

ストレス   (3-1) 스트레스 

スピーカー   (4-3) 스피커 

スフィンクス   (2-2) 스핑크스 

すべて   (4-3) 모두 

スポーツジム   (8-1) 스포츠 클럽 

スポーツマン   (6-1) 스포츠맨 

スポット   (2-3) 초점 

スリム（な）   (7-1) 날씬(한) 

スリランカ   (2-3) 스리랑카 

すわこ 諏訪湖 (1-2) 스와코(→나가노현에 있는 호수 

이름) 

 
 



せ    

せいか 成果 (3-2) 성과 

せいかく 性格 (1-3) 성격 

せいき 世紀 (1-3) 세기 

ぜいきん 税金 (4-2) 세금 

せいこう（する） 成功（する） (4-1) 성공(하다) 

せいじか 政治家 (1-1) 정치가 

せいしん（てきな） 精神（的な） (8-3) 정신(적인) 

せいせき 成績 (1-1) 성적 

ぜいたく（な）   (6-1) 사치스러운 

せいど 制度 (8-1) 제도 

せいひん 製品 (4-3) 제품 

せいふ 政府 (8-3) 정부 

せいふく 制服 (8-1) 제복 

せいマリアきょうかい 聖マリア教会 (2-1) 성마리아 교회 

せいり（する） 整理（する） (8-3) 정리(하다) 

せかいじゅう 世界中 (4-1) 온 세계 

セキュリティー   (4-3) 시큐리티 

せつぞくし 接続詞 (7-2) 접속사 

せつび 設備 (4-3) 설비 

ゼミ   (3-1) 세미나 

ぜんいん 全員 (3-2) 전원 

ぜんがく 全額 (8-1) 전액 

ぜんき 前期 (8-1) 전기 

せんぎょうしゅふ 専業主婦 (1-1) 전업 주부 

ぜんごうオープン・テニス 全豪オープン・テニス (2-3) 호주 오픈 테니스 대회 

ぜんこく 全国 (6-2) 전국 

せんごくじだい 戦国時代 (1-3) 전국시대 

センサー   (4-3) 센서 

せんじつ 先日 (7-1) 일전 

せんしゅ 選手 (7-1) 선수 

せんたくし 選択肢 (8-3) 선다형 

ぜんはん 前半 (5-3) 전반 

せんぷうき 扇風機 (3-1) 선풍기 

ぜんりゃく 前略 (3-1) 전략 

 
 



そ    

そうさ（する） 操作（する） (4-3) 조작(하다) 

そうさ（する） 捜査（する） (5-3) 조사(하다) 

ぞうしん（する） 増進（する） (7-2) 증진(하다) 

そうだなあ   (1-2) 글쎄 

そうなんだ   (1-2) 그렇구나 

そうふくじ 崇福寺 (2-3) 소후쿠지(→나가노현에 있는 절) 

そこで   解答編 그래서 

そつろん 卒論 (8-1) 졸업논문 

そのうえ その上 (4-3) 게다가 

そのた／そのほか その他 (5-1) 기타 

そのため   (1-3) 그 때문에 

それぞれ   (1-1) 제각기 

それで    (2-2) 그래서 

それでは   (6-2) (앞의 말을 받아) 그래서는, 그러면

それどころか   (4-2) 그렇기는 커녕, 오히려 

それとも   (1-2) 그렇지 않으면(→어느 하나를 고를 

때) 

それに   (1-3) 게다가 

それもそうですね   (4-1) 그것도 그렇군요 

そんけいご 尊敬語 (7-1) 존경어 

そんげんし 尊厳死 (7-3) 존엄사 

そんざいぶん 存在文 (2-1) 존재문 

 
た    

タイ   (2-1) 타이 

～だい ～代 (1-3) ～대금 

だいいちいんしょう 第一印象 (1-1) 첫 인상 

だいいちはっけんしゃ 第一発見者 (5-1) 첫 발견자 

だいがくいん 大学院 (4-2) 대학원 

たいきん 大金 (5-3) 거금 

たいじゅう 体重 (7-1) 체중 

たいしゅうか（する） 大衆化（する） (8-3) 대중화(하다) 

たいしょうてき（な） 対照的（な） (7-3) 대조적(인) 

たいしょくきん 退職金 (4-1) 퇴직금 

たいせいよう 大西洋 (2-3) 대서양 

 


