
プロジェクト   (4-3) 프로젝트 

プロポーズ（する）   (6-2) 프로포즈(하다) 

ふんいき 雰囲気 (8-1) 분위기 

ぶんけい 文型 (2-1) 문형 

ぶんぽう 文法 (8-1) 문법 

ぶんるい（する） 分類（する） (1-3) 분류(하다) 

 
へ    

ペア   (1-1) 짝 

ヘアスタイル   (6-2) 헤어 스타일 

へいきんじゅみょう 平均寿命 (4-2) 평균 수명 

へいわこうえん 平和 (2-3) 평화 

ぺきん 北京 (8-1) 북경 

ベストシーズン   (2-2) 베스트 시즌 

べっこう べっ甲 (2-3) 별갑(→대모갑) 

ベッドルーム   (4-3) 베드룸, 침실 

べつに（～ない） 別に (6-1) 별로/특별히 ∼않다 

べつの 別の (1-3) 다른 

べつべつに 別々に (6-2) 따로 따로 

ベトナム   (2-1) 베트남 

ベネチアン・ガラス   (2-3) 베네티안 글레이즈 

ペパーミント   (7-2) 페퍼민트 

へやじゅう 部屋中 (7-2) 온 방 

へる 減る (3-1) 줄다 

ヘルシー   (7-1) 건강에 좋은 

～へん ～編 解答編 ～편 

へんか（する） 変化（する） (3-1) 변화(하다) 

べんごし 弁護士 (1-1) 변호사 

べんざ 便座 (4-3) 변기 

ペンダント   (2-3) 목걸이 

 
ほ    

～ほう ～法 (7-1) 법 

ほうがく 法学 (8-1) 법학 

ほうこく（する） 報告（する） (3-2) 보고(하다) 

ほうそうし 包装紙 (3-3) 포장지 

ほうほう 方法 (4-3) 방법 



ぼうりょく 暴力 (8-3) 폭력 

ホーチミン   (2-1) 호치민 

ポート・フィリップわん ポート・フィリップ湾 (2-3) 포트 필리핀만 

ボーナス   (5-3) 보너스 

ホームステイ   (3-2) 홈스테이 

ほかに 他に (2-1) 외에 

ほかの 他の (1-3) 다른 

ぼくじょう 牧場 (1-2) 목장 

ほくべい 北米 (7-3) 북미 

ほけん 保険 (1-1) 보험 

ぼご 母語 (5-1) 모어 

ほしゅてき（な） 保守的（な） (3-2) 보수적(인) 

ホストファミリー   (3-3) 호스트 패밀리 

ホタル   (1-2) 개똥벌레, 반디 

ホトトギス   (1-3) 호토토기스(→식물명) 

ほら   (1-1) 자, 이봐(상대방의 주의를 끌 때) 

ポルトガル   (2-3) 포르투칼 

ほんき 本気 (4-1) 본심, 진심 

ほんとうの 本当の (1-3) 진짜 

ほんとうは 本当は (1-3) 정말은 

ほんにん 本人 (7-3) 본인 

ほんね 本音 (7-3) 속마음 

ほんの   (7-2) 그저 명색뿐인 

ほんやくき 翻訳機 (4-2) 번역기 

 
ま    

マイクロフォン   (4-3) 마이크로 폰 

マイペース   (1-3) 마이페이스 

まえむき 前向き (1-3) 긍정적인 생각, 태도 

まく 巻く (2-1) 말다, 감다 

まけずぎらい（な） 負けず嫌い（な） (1-3) 지기 싫어하(는) 

まご 孫 (6-3) 손자, 손녀 

まさか   (5-2) 설마 

マスターズ・ゴルフ   (2-3) 마스터즈 골프 

まぜる 混ぜる (7-2) 섞다 

まち 街 (2-2) 거리 

まちがい 間違い (5-1) 틀림 



まちがっている 間違っている (1-1) 틀리다 

～まつ ～末 (5-1) 말 

まっきガン 末期ガン (7-3) 말기암 

まつり 祭り (2-1) 축제 

まとめる   (5-3) 모으다, 정리하다 

マナー   (3-3) 매너 

マニラ   (3-1) 마닐라 

マニラわん マニラ湾 (3-1) 마닐라 만 

まもる 守る (6-1) 지키다 

まよう 迷う (1-2) 헤매다 

マンション   (4-1) 맨션 

 
み    

みあげる 見上げる (5-2) 우러러 보다 

ミートパイ   (2-3) 미트 파이 

みおくる 見送る (5-2) 배웅하다 

みかた 見方 (1-3) 보는 방법, 보기 

みかた 味方 (6-2) 내 편, 우리 편 

みぢか（な） 身近（な） (5-3) 가까이 있는 

みっしつ 密室 (5-1) 밀실 

みとめる 認める (7-3) 인정하다 

みなみアメリカ 南アメリカ (2-3) 남아메리카 

みなみシナかい 南シナ海 (2-1) 남시나해 

みなみはんきゅう 南半球 (2-3) 남반구 

みならう 見習う (1-1) 보고 배우다 

ミネラルウォーター   (2-2) 미네랄 워터 

みぶん 身分 (1-3) 신분 

みみにする 耳にする (5-1) 듣다 

ミャンマー   (2-3) 버마 

みらい 未来 (4-2) 미래 

みりん   (7-2) 미림(→조미료의 일종) 

みんぞく 民族 (2-1) 민족 

みんぞくいしょう 民族衣装 (2-1) 민족의상 

みんぞくせい 民族性 (3-2) 민족성 

ミント・ティー   (7-2) 민트 차 

 
む    



むいしき（に） 無意識（に） (3-3) 무의식(적으로) 

むかんしん（な） 無関心（な） (3-2) 무관심(한) 

むく   (7-2) 향하다, 내키다, 적합하다 

むくち（な） 無口（な） (1-3) 과묵한 사람 

むしあつい 蒸し暑い (2-1) 무덥다 

むじゅん（する） 矛盾（する） (5-2) 모순(되다) 

むしよけ 虫よけ (2-2) 제충용 도구나 약품 

むす 蒸す (7-2) 찌다 

むすぶ 結ぶ (4-3) 매다, 관계를 맺다 

むね 胸 (5-1) 가슴 

むりょう 無料 (4-3) 무료 

 
め    

めいし 名詞 (3-1) 명사 

めいしょ 名所 (2-1) 명소 

めいぶつ 名物 (2-1) 명물 

めいれい（する） 命令（する） (8-1) 명령(하다) 

メーカー   (4-3) 메이커 

めだちたがりや 目立ちたがり屋 (1-3) 눈에 띄고 싶어하는 사람 

めにする 目にする (5-1) 보다 

めのまえで 目の前で (4-1) 눈앞에서 

メモ（する）   (6-2) 메모(하다) 

メリット   (6-2) 장점 

メルボルン   (2-3) 멜버른(→오스트레일리아) 

めんせき 面積 (2-1) 면적 

めんたいこ 明太子 (2-1) 명란젓 

めんどう（な） 面倒（な） (8-1) 귀찮(은) 

 
も    

もうしこむ 申し込む (6-2) 신청하다 

もうしわけありません 申し訳ありません (5-1) 면목 없습니다 

もくげき（する） 目撃（する） (5-2) 목격(하다) 

もくげきしゃ 目撃者 (5-1) 목격자 

もくひょう 目標 (8-3) 목표 

モクモク   (5-3) 우물우물 

もじ 文字 (4-3) 문자 

モスク   (2-1) 모스크(→회교 성원) 



もっていく 持っていく (1-1) 가지고 가다 

もっとも   (2-3) 지당함, 당연함 

モテる   (7-1) 인기가 있다 

モデル   (1-1) 모델 

もとめる 求める (6-1) 구하다, 요구하다 

ものがたり 物語 (5-1) 전설, 설화 

ものしずか（な） 物静か（な） (1-3) 조용한, 침착한 

モンタージュしゃしん モンタージュ写真 (5-3) 몽타주 사진 

 
や    

やきとり 焼鳥 (1-2) 꼬치구이 

やきゅう 野球 (7-1) 야구 

やきゅうじょう 野球場 (4-2) 야구장 

やく 約 (2-1) 약 

やくわり 役割 (1-1) 역할 

やこうれっしゃ 夜行列車 (7-2) 심야 열차 

やたい 屋台 (2-1) 포장마차 

やつ 奴 (1-1) 녀석, 놈 

やったあ   (1-2) 해냈다(무슨 일이 잘 되었을 때) 

やぶる   (3-3) 찢다, 째다 

 
ゆ    

ゆうえんち 遊園地 (7-3) 유원지 

ゆうかい（する） 誘拐（する） (5-1) 유괴(하다) 

ゆうしょう（する） 優勝（する） (8-2) 우승(하다) 

ゆうじん 友人 (4-1) 우인 

ゆうひ 夕日 (3-1) 석양 

ゆか 床 (5-1) 바닥 

ユズ   (7-2) 유자 

ゆたか（な） 豊か（な） (1-2) 풍부(한) 

ユダヤきょう ユダヤ教 (2-1) 유대교 

ゆっくり   (7-1) 천천히 

ゆでる   (7-2) 삶다, 데치다 

ユニフォーム   (8-2) 유니폼 

ゆびさす 指さす (3-3) 가리키다, 뒤에서 손가락질하다 

ゆらい 由来 (2-3) 유래 

ゆれる   (7-2) 흔들리다 



 
よ    

よいどめ 酔い止め (2-2) 멀미를 예방함, 또는 멀미약 

よう ～用 (4-3) 용 

ようぎしゃ 容疑者 (5-1) 용의자 

ようす 様子 (5-1) 상태, 상황, 형편 

ようたい 様態 (1-1) 상태 

ようやく   (3-1) 겨우 

ヨーロッパ   (2-1) 유럽 

よかったら   (2-2) 괜찮다면 

よこ 横 (4-3) 옆 

よさん 予算 (4-1) 예산 

よそう（する） 予想（する） (3-3) 예상(하다) 

よっぱらう 酔っ払う (6-2) 만취하다 

よのなか 世の中 (8-2) 세상 

よぼう（する） 予防（する） (7-2) 예방(하다) 

よみとる 読み取る (4-3) 읽고 내용을 이해하다 

よめ 嫁 (6-3) 며느리 

よろん 世論 (7-3) 여론 

 
ら    

ライスペーパー    (2-1) 라이스 페이퍼 

ライバルいしき ライバル意識 (3-2) 라이벌 의식 

ライフ   (7-1) 라이프, 생활 

ラウンジ   (2-2) 라운지 

ラオス   (2-1) 라오스(→인도차이나) 

らく（な） 楽（な） (7-2) 편(한) 

ラグビー   (2-3) 럭비 

らっかんてき（な） 楽観的（な） (3-2) 낙관적(인) 

ラベンダー   (7-2) 라벤다 

 
り    

りこてき（な） 利己的（な） (3-2) 이기적(인) 

りこん（する） 離婚（する） (1-1) 이혼(하다) 

りしゅうあんない 履修案内 (8-1) 이수 안내 

リスボン   (2-3) 리스본(→포르투칼) 

りそう 理想 (6-1) 이상 



リビング   (4-3) 리빙, 거실 

りゅうこう（する） 流行（する） (7-1) 유행(하다) 

りょう 寮 (2-1) 기숙사 

りょうきん 料金 (7-2) 요금 

リラックスする   (7-2) 릴랙스하다 

りんり（てきな） 倫理（的な） (7-3) 윤리(적인) 

 
る    

ルソンとう ルソン島 (3-2) 루손섬 

 
れ    

れいがい 例外 (1-1) 예외 

レッスン   (4-1) 레슨 

れんあい 恋愛 (3-2) 연애 

れんたいしゅうしょく 連体修飾節 (1-1) 연체 수식사 

 
ろ    

ローズウッド   (7-2) 로즈우드 

ロールカード   (5-2) 롤 카드 

ロールプレイ   (2-2) 롤 플레이 

ロボット   (4-3) 로보트 

ろんぶん 論文 (1-1) 논문 

ろんり（てきな） 論理（的な） (5-3) 논리(적인) 

 
わ    

わがまま（な）   (1-3) 제멋대로(인) 

わかもの 若者 (3-2) 젊은이 

わずか（な）   (7-3) 조금 

わたりどり 渡り鳥 (1-3) 철새 

わりかん（にする） 割り勘（にする） APP. 각자 부담(하다) 

わる 割る (8-3) 나누다 

われる 割れる (7-3) 깨지다, 부서지다 

～わん ～湾 (2-1) 만 

わんがん 湾岸 (6-2) 만의 연안 

 
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ    

ＣＭ   (7-1) 선전 



Ｅメール   (8-1) 메일 

ＭＢＡ   (4-1) MBA 

ＵＦＯ   (5-2) UFO 

 
 


