
たいせつにする 大切にする (3-2) 소중히 하다 

たいど 態度 (3-3) 태도 

たいとう（な） 対等（な） (6-1) 대등(한) 

タイトル   (5-1) 타이틀 

たいひ 対比 (3-2) 대비 

たいりく 大陸 (2-3) 대륙 

たいりょく 体力 (7-1) 체력 

たからくじ 宝くじ (7-3) 복권 

たく 焚く (7-2) (불을) 때다, 지피다 

たく 炊く (7-2) 밥을 짓다 

たしかに 確かに (5-2) 확실히 

～だす（例．走り出す）   (8-3) ～기 시작하다 

たすける 助ける (1-2) 돕다 

ただ   (1-3) 단지 

たたかう 闘う (7-3) 겨루다, 다투다 

ただの   (5-3) 그냥, 그저 

たちあがる 立ち上がる (4-3) 일어서다 

たちば 立場 (7-3) 입장 

たつ 経つ (3-1) 경과하다 

だって   (4-2) (반론하는 경우에) 그렇지만, 

하지만 

たて 縦 (2-2) 세로 

たてる 立てる (2-2) 세우다 

たどうし 他動詞 (4-3) 타동사 

だとすれば   (8-3) 그렇다고 하면 

たにん 他人 (3-2) 타인 

タブー   (3-3) 터부, 금기 

タブーしする タブー視する (7-3) 금기시하다 

たべあるき 食べ歩き (7-1) 맛있는 것을 여기저기 먹으로 다님 

だまって～する   (3-1) 묵묵히 ∼하다 

たよりがいがある 頼りがいがある (6-1) 의지할 만하다, 기댈 만하다 

たよりになる 頼りになる (2-2) 의지가 되다 

たら   (2-1) 대구 

～たら、   (1-2) ～면 

だらしない   (1-3) 칠칠치 못하다 

たんい 単位 (7-3) 단위 

たんき 短期 (8-1) 단기 



たんしょ 短所 (1-3) 단점 

 

ち    

ちあん 治安 (2-3) 치안 

ちいき 地域 (1-3) 지역 

チーム   (7-1) 팀 

ちがい 違い (3-2) 차이 

ちしき 知識 (5-3) 지식 

チャイナタウン   (2-3) 차이나 타운 

ちゃのゆ 茶の湯 (7-2) 다도 

チャンス   (1-3) 찬스 

ちゃんと～（する）   (6-2) 틀림없이 (하다) 

チャンポン   (2-3) 짬뽕 

ちゅうおうゆうびんきょく 中央郵便局 (2-1) 중앙 우체국 

ちゅうかりょうり 中華料理 (1-3) 중화 요리 

ちゅうかんはっぴょう 中間発表 (8-1) 중간 발표 

ちゅうごく 中国 (2-1) 중국 

ちゅうしん 中心 (2-1) 중심 

ちょうさ（する） 調査（する） (3-1) 조사(하다) 

ちょうしょ 長所 (1-3) 장점 

ちょうみりょう 調味料 (7-2) 조미료 

ちょうりほう 調理法 (7-2) 조리법 

ちょきん（する） 貯金（する） (4-1) 저금(하다) 

ちりょうほう 治療法 (7-3) 치료법 

 
つ    

ついている   (4-3) 재수 좋다 

ついに   (8-2) 마침내 

つうきん（する） 通勤（する） (1-1) 통근(하다) 

つうしん 通信 (4-2) 통신 

つかまる 捕まる (5-3) 잡히다 

つかれ   (7-1) 피로 

つきあう   (6-2) 사귀다 

つくす 尽くす (6-1) 진력하다 

つける 着ける (3-3) 걸치다, 입다 

つたわる 伝わる (2-3) 전해지다 

つなぐ   (1-1) 매어두다, 지속하다 



つまみ   (2-1) 안주 

つまり   (5-3) 즉 

つらい   (3-2) 괴롭다 

つれていく 連れていく (1-2) 데리고 가다 

 
て    

であう 出会う (2-3) 만나다 

ていき（する） 提起（する） (8-3) 제기(하다) 

ディクテーション（する）   (7-2) 받아쓰기(하다) 

ディスカッション（する）   (8-1) 논의/논쟁(하다) 

ディズニーランド   (6-2) 디즈니랜드 

ティッシュ・ペーパー   (7-2) 티슈 

データ   (7-3) 데이터 

デート（する）   (3-1) 데이트(하다) 

テーマ   (3-1) 테마 

できあがり   (7-2) 완성됨 

できる（子供が）   (1-1) (아이가) 생기다 

てきれいき 適齢期 (6-2) 적령기 

できれば   (4-1) 가능하면 

てけい て形 (3-1) て형 

デザイナー   (1-1) 디자이너 

デザイン（する）   (1-1) 디자인(하다) 

てつづき 手続き (2-2) 수속 

てにつかない 手につかない (3-1) 손에 잡히지 않다 

デュエット（する）   (1-2) 듀엣으로 (하다) 

デリケート（な）   (1-3) 민감(한) 

テレビでんわ テレビ電話 (4-3) 텔레비 전화 

てをぬく 手を抜く (8-1) 날림으로 일하다, 일을 겉날리다 

てんきん（する） 転勤（する） (4-1) 전근(하다) 

てんさい 天才 (8-3) 천재 

てんじじょう 展示場 (4-3) 전시장 

てんじょう 天井 (4-3) 천정 

でんとう（てきな） 伝統（的な） (2-1) 전통(적인) 

でんぱ 電波 (5-3) 전파 

 
と    

というのも   (4-3) ～라는 것도 



ドイツ   (2-3) 독일 

どうい（する） 同意（する） (7-3) 동의(하다) 

とういつ（する） 統一（する） (1-3) 통일(하다) 

どうかしましたか   (5-1) 무슨 일 있었습니까? 

とうがらし 唐辛子 (2-1) 고추 가루 

どうき 動機 (5-1) 동기 

どうきゅうせい 同級生 (8-3) 동급생 

とうこうきょひ 登校拒否 (8-3) 등교 거부 

とうざいなんぼく 東西南北 (2-3) 동서남북 

とうじ 当時 (5-1) 당시 

～どうし ～同士 (6-1) 끼리 

どうし 動詞 (1-1) 동사 

どうすれば   (8-1) 어떻게 하면 

とうぜん 当然 (5-3) 당연 

どうそうかい 同窓会 (1-1) 동창회 

どうとく（てきな） 道徳（的な） (7-3) 도덕(적인) 

とうなんアジア 東南アジア (2-3) 동남아시아 

どうやって   (4-1) 어떻게 해서 

どうやら～（ようだ）   (8-1) 그럭저럭 ～(것 같다) 

どうりょう 同僚 (6-2) 동료 

とかい 都会 (3-2) 도회지, 도시 

ドキドキする   (7-2) 두근거리다 

ときには 時には (7-2) 때로는 

とくい（な） 得意（な） (1-3) 가장 잘 하는 

とくしょく 特色 (2-3) 특색 

どくしん 独身 (6-1) 독신 

とくちょう 特徴 (2-3) 특징 

とくていの 特定の (6-2) 특정의 

ところが   (1-2) 그런데, 그러나 

ところで   (1-2) 그런데(→화제를 바꿀 때) 

とし 都市 (2-1) 도시 

としうえ 年上 (6-1) 연상 

としより 年寄り (4-2) 노인 

としをとる 年をとる (6-3) 나이가 들다 

どちらともいえない どちらとも言えない (1-3) 어느 것이라고도 말할 수 없다 

とつぜん 突然 (1-3) 돌연 

とにかく   (2-1) 여하튼 



どのような   (3-2) 어떠한 

どのように   (3-1) 어떻게 

とはいえ   (3-3) (라)고는 하나 

とびまわる 飛び回る (4-1) 날아다니다 

トムヤンクン   (1-2) 톰양쿤(→타이 요리) 

ともばたらき 共働き (6-1) 맞벌이 

トラベラーズ・チェック   (2-2) 트래블러즈 체크(→여행 준비물 

리스트 체크) 

ドラマ   (5-1) 드라마 

トラム   (2-3) 토라무(→홍콩) 

とりあえず   (4-1) 우선, 일단 

トリック   (5-1) 트릭, 속임수 

どりょくか 努力家 (1-3) 노력가 

とんでくる 飛んで来る (5-2) 날아 오다 

どんなふうに   (4-2) 어떻게 

トンボ   (1-2) 잠자리 

 
な    

ないよう 内容 (4-3) 내용 

なかがいい 仲がいい (1-2) 사이가 좋다 

ながそで 長そで (2-2) 긴소매 

なかま 仲間 (7-1) 동료, 동아리 

ながれる 流れる (4-3) 흐르다 

なけいようし な形容詞 (3-1) な형용사 

なげる 投げる (8-2) 던지다 

ナス   (7-2) 가지 

なぜなら（ば）   (6-1) 왜냐하면 

なぞ 謎 (5-3) 수수께끼 

なつかしい   (1-2) 그립다 

なつバテ 夏バテ (7-2) 더위를 탐 

なでる   (3-3) 쓰다듬다, 어루만지다 

なによりも   (5-1) 무엇보다도 

なべ   (7-2) 냄비 

なまほうそう（する） 生放送（する） (6-2) 생방송(하다) 

なまみず 生水 (2-2) 생수 

なやみ 悩み (3-2) 고민 

なんだ   (1-2) 뭐야 



なんだか   (4-2) 어쩐지 

なんとかなる   (3-1) 어떻게든 된다 

なんとなく   (3-2) 어쩐지 

なんども 何度も (8-3) 몇번이나 

なんにんか 何人か (4-3) 몇명인가 

 
に    

にがて（な） 苦手（な） (1-3) 서투른 

にぎる 握る (8-2) 쥐다, 잡다 

ニコニコする   (1-3) 싱글벙글하다 

にこむ 煮込む (7-2) 끓이다, 삶다 

にじかい 二次会 (7-2) 2차 

ニセ   (5-3) 가짜 

にっすう 日数 (7-3) 일수 

ににんさんきゃく 二人三脚 (6-1) 2인 3각 

にほんしゅ 日本酒 (7-1) 정종 

にほんじんらしい 日本人らしい (6-3) 일본인답다 

にほんてき（な） 日本的（な） (3-3) 일본적(인) 

にもの 煮もの (7-1) 삶은 음식 

ニュージーランド   (2-3) 뉴질랜드 

にる 煮る (7-2) 삶다, 끓이다 

にわとり   (4-2) 닭 

にんき（がある） 人気（がある） (1-2) 인기(가 있다) 

にんげん 人間 (1-3) 인간 

ニンニク   (7-2) 마늘 

 
ぬ    

 
ね    

ネクタイピン   (2-3) 넥타이핀 

ねつ 熱 (7-2) 열 

ねつがでる 熱が出る (7-2) 열이 있다 

～ねんかん ～年間 (4-1) ～년간 

ねんかん 年鑑 (5-3) 년감 

ねんきん 年金 (7-3) 연금 

～ねんせい ～年生 (1-1) ～학년생 

ねんれい 年齢 (7-3) 연령 



 
の    

のうぎょう 農業 (4-1) 농업 

のこす 残す (5-3) 남기다 

のこり 残り (1-1) 나머지 

のぞく 覗く (5-3) 엿보다 

ノック（する）   (7-1) 노크(하다) 

のどをとおらない のどを通らない (3-1) 목에 넘어가지 않다 

のべ～   (5-3) 연/총계/합계∼ 

のりこえる 乗り越える (6-3) 갈아타다 

のりものよい 乗りもの酔い (7-2) 멀미 

のんびりする   (3-3) 한가로이 지내다 

 
は    

～は ～派 (7-3) ～파 

バー   (2-2) 바 

ハーブ・オイル   (7-2) 허브 오일 

ハーブ・ティー   (7-2) 허브티 

バーン   (5-1) 반(예; 아우트반) 

はい。チーズ   (8-1) 하이, 치즈(→사진 찍을 때 쓰는 

말) 

はいく 俳句 (1-3) 하이쿠(→일본의 시) 

はいぼくしゃ 敗北者 (8-3) 패배자 

はいゆう（→じょゆう） 俳優（→女優） (7-1) 배우 

はいりょ（する） 配慮（する） (7-3) 배려(하다) 

パイロット   (4-1) 파일럿, 비행기 조종사 

バギオ   (3-2) 바기오(→필리핀) 

はくしゅ（する） 拍手（する） (7-1) 박수(치다) 

ばくだん 爆弾 (5-3) 폭탄 

ばくは（する） 爆破（する） (5-3) 폭파(하다) 

はげしい 激しい (5-3) 심하다, 격하다 

はこざきぐう 筥崎宮 (2-1) 하코자키 신사 

はじめの   (6-2) 처음 

はずかしがりや 恥ずかしがり屋 (1-3) 부끄러움장이 

バスルーム   (4-3) 욕실 

パチンコ パチンコ (5-2) 빠찡코 

はつえんとう 発煙筒 (5-3) 발연통 



はつおん 発音 (8-1) 발음 

はっけん（する） 発見（する） (5-1) 발견(하다) 

はってん（する） 発展（する） (2-3) 발전(하다) 

はつばい（する） 発売（する） (4-3) 발매(하다) 

はっぴょう（する） 発表（する） (8-1) 발표(하다) 

はっぴょうかい 発表会 (8-1) 발표회 

はつめい（する） 発明（する） (2-3) 발명(하다) 

はで（な） 派手（な） (3-2) 화려(한) 

はなしあい 話しあい (3-1) 의논 

はなれる 離れる (5-3) 떨어지다 

ハノイ   (2-1) 하노이(→베트남) 

はばひろく 幅広く (8-1) 폭 넓게 

はやいもので 早いもので (3-1) 빠르게도 

はやめに 早めに (2-2) 이른 듯하게 

バランスよく   (7-1) 밸런스 좋게 

はるかに   (4-2) 이미 

はるまき 春巻き (2-1) 춘권(→중국요리) 

はんえい（する） 反映（する） (7-3) 반영(하다) 

バングラディシュ   (6-3) 방글라데쉬 

はんせい（する） 反省（する） (3-3) 반성(하다) 

パンダ   (4-2) 팬더 

はんにん 犯人 (5-1) 범인 

はんろん（する） 反論（する） (8-3) 반론(하다) 

 
ひ    

ビア・ガーデン   (5-2) 비어 가덴 

ピーク   (8-3) 절정 

ビートルズ   (1-2) 비틀즈 

ビードロ   (2-3) 비드로(→유리의 옛이름) 

ビーフ   (7-2) 소고기 

ひがい 被害 (5-1) 피해 

ひがいしゃ 被害者 (5-1) 피해자 

ひかく（する） 比較（する） (3-2) 비교(하다) 

ひがとおる 火が通る (7-2) (불에) 익다 

ひかんてき（な） 悲観的（な） (3-2) 비관적(인) 

ひきおこす 引き起こす (7-2) 일으키다 

ビザ   (2-2) 비자 



ビジネススクール   (1-1) 비즈니스 스쿨 

ビジネスマン   (4-3) 비즈니스 맨 

ひしょ 秘書 (7-2) 비서 

ピストル   (5-1) 피스톨, 권총 

ひつじ 羊 (2-3) 양 

ひっしゃ 筆者 (2-3) 필자 

ひていけい 否定形 (3-1) 부정형 

ひていてき（な） 否定的（な） (1-3) 부정적(인) 

ひとあたりがいい 人当たりがいい (1-3) 인상이 좋다 

ひとくちに～という ひと口に～と言う (7-2) 한마디로 ∼라고 하다 

ひとこと 一言 (6-2) 한마디  

ひとつもない   (1-2) 하나도 없다 

ひとばんじゅう 一晩中 (1-3) 밤새도록 

ひとびと 人々 (2-2) 사람들 

ひとまえで 人前で (1-3) 사람앞에서 

ひとめぼれ（する） 一目ぼれ（する） (1-1) 첫눈에 반하다 

ひとりっこ 一人っ子 (6-1) 외동 아이 

ひとりで 一人で (1-2) 혼자서 

ひみつしゅぎ 秘密主義 (7-3) 비밀주의 

ひやけ（する） 日焼け（する） (2-2) 햇볕에 타다 

ひやけどめ 日焼け止め (2-2) 썬크림 

ひょう 表 (3-1) 표 

びよういん 美容院 (5-2) 미용원 

ひょうか（する） 評価（する） (8-1) 평가(하다) 

ひょうげん（する） 表現（する） (1-1) 표현(하다) 

ひょっとして   (1-1) 혹시 

ピラミッド   (2-2) 피라미트 

ビリビリやぶる ビリビリ破る (3-3) (종이, 천등을) 찢다 

ひろがる 広がる (7-2) 퍼지다 

ヒンドゥーきょう ヒンドゥー教 (2-1) 힌두교 

びんぼう（な） 貧乏（な） (1-2) 가난(한) 

 
ふ    

～ぶ ～部 (2-1) ～부 

ファッション   (3-2) 패션 

ファッション・モデル   (7-1) 패션 모델 

ふあん（な） 不安（な） (6-1) 불안(한) 



フィッシュ＆チップス   (2-3) 생선과 칩 

フィリピン   (3-1) 필리핀 

～ふう ～風 (2-1) ～풍 

～ふうに ～ふうに (6-1) ～처럼 

ふうふ 夫婦 (3-1) 부부 

フエ   (2-1) 피리 

ぶかつ 部活 (8-1) 써클 활동, 동아리 활동 

ふきげん（な） 不機嫌（な） (1-3) 기분이 얹잖은 

ふくし 福祉 (4-2) 복지 

ふくそう 服装 APP. 복장 

ブザー   (4-3) 버저(→전자석을 이용한 음향장치) 

ふしあわせ（な） 不幸せ（な） (7-3) 불행(한) 

ふしぎ（な） 不思議（な） (5-2) 불가사의(한) 

ぶしょう 武将 (1-3) 무장, 장수 

ふつかよい 二日酔い (7-2) 숙취 

ぶっきょう 仏教 (2-1) 불교 

ぶっきょうと 仏教徒 (2-1) 불교도 

ぶっしつしゅぎ 物質主義 (3-2) 물질주의 

ぶつり（てきな） 物理（的な） (8-3) 물리(적인) 

ふと～（する）   (5-2) 문득 ∼(하다) 

ふとうこう 不登校 (8-3) 등교 거부 

ふどうさんや 不動産屋 (1-1) 부동산 회사 

ふとじ 太字 (7-1) 굵은 글씨 

ぶぶん（てきな） 部分（的な） (1-3) 부분(적인) 

ふまん 不満 (5-3) 불만 

ブラジル   (4-1) 브라질 

フラストレーション   (8-3) 프러스트레이션 

プラネタリウム   (4-3) 플라네타륨 

フランス   (2-1) 프랑스 

～ふりをする   (3-3) ～척하다 

プリント・アウト（する）   (4-3) 프린트 아웃(하다) 

ふる 振る (8-2) 흔들다 

フレッシュ・ジュース   (8-2) 후레쉬 쥬스 

プロ   (7-1) 프로 

プログラミング（する）   (8-1) 프로그래밍(하다) 

プログラム（する）   (8-1) 프로그램(하다) 

 


