
韓国語語彙リスト（提出順） 

 
第 1課（ステップ１） 

あいて 相手 상대 

～あう   서로～(하다) 

アウトドア   야외 

あかるい 明るい 밝다 

あたまがいい 頭がいい 머리가 좋다 

アメリカ   미국 

いざかや 居酒屋 선술집 

いま 居間 거실 

いまでも 今でも 지금도 

イラストレーター   일러스터 편지 

いわゆる   소위, 이른바 

いんしょう 印象 인상 

おたがいに お互いに 서로 

おたがいの お互いの 상호 

おとなしい   어른스럽다 

おんせん 温泉 온천 

～か ～課 ～과 

かきかえる 書き換える 고쳐 쓰다 

がくしゅう（する） 学習（する） 학습(하다) 

かんじる 感じる 느끼다 

かんせい（する） 完成（する） 완성(하다) 

きがみじかい 気が短い 성급하다 

きしゃ 記者 기자 

きゅうせい 旧姓 (결혼, 양자관계로 성이 바뀐 사람의) 본 성

きょうし 教師 교사 

クラブ   클럽 

くりかえし～（する） 繰り返し～（する） 반복해서 ∼(하다) 

グレー   회색 

くわしく 詳しく 상세하게 

けいえい（する） 経営（する） 경영(하다) 

けんちく 建築 건축 

こうこく（する） 広告（する） 광고(하다) 

ごうコン 合コン 미팅 

こくご 国語 국어 



しあわせ（な） 幸せ（な） 행복(한) 

じこしょうかい（する） 自己紹介（する） 자기 소개 (하다) 

システムエンジニア   시스템 엔지니어 

じまん（する） 自慢（する） 자랑하다 

じもと 地元 향토 

しやくしょ 市役所 시청 

しゅっぱんしゃ 出版社 출판사 

しゅふ 主婦 주부 

しょうけん 証券 증권 

じょし 助詞 조사 

じょゆう 女優（→俳優） 여우(→여자배우) 

しりあう 知りあう 서로 알다 

すうじ 数字 숫자 

せいじか 政治家 정치가 

せいせき 成績 성적 

せんぎょうしゅふ 専業主婦 전업 주부 

それぞれ   제각기 

だいいちいんしょう 第一印象 첫 인상 

つうきん（する） 通勤（する） 통근(하다) 

つなぐ   매어두다, 지속하다 

できる（子供が）   (아이가) 생기다 

デザイナー   디자이너 

デザイン（する）   디자인(하다) 

どうし 動詞 동사 

どうそうかい 同窓会 동창회 

～ねんせい ～年生 ～학년생 

のこり 残り 나머지 

ビジネススクール   비즈니스 스쿨 

ひとめぼれ（する） 一目ぼれ（する） 첫눈에 반하다 

ひょうげん（する） 表現（する） 표현(하다) 

ひょっとして   혹시 

ふどうさんや 不動産屋 부동산 회사 

ペア   짝 

べんごし 弁護士 변호사 

ほけん 保険 보험 

ほら   자, 이봐(상대방의 주의를 끌 때) 

まちがっている 間違っている 틀리다 



みならう 見習う 보고 배우다 

もっていく 持っていく 가지고 가다 

モデル   모델 

やくわり 役割 역할 

やつ 奴 녀석, 놈 

ようたい 様態 상태 

りこん（する） 離婚（する） 이혼(하다) 

れいがい 例外 예외 

れんたいしゅうしょく 連体修飾節 연체 수식사 

ろんぶん 論文 논문 

 



第 1課（ステップ２） 

あいつ   그 녀석, 저 녀석 

あるひ ある日 어느날 

いんしょうにのこる 印象に残る 인상에 남다 

おさななじみ 幼なじみ 어릴 때 친하던 아이 

おもいで 思い出 추억 

オリンピック   올림픽 

かきいれる 書き入れる 써 넣다, 기입하다 

かぎっこ かぎっ子 맞벌이 부부의 아이 

カブトムシ   장수풍뎅이 

カラーテレビ   칼라 텔레비젼 

カラオケ・ボックス   노래방 

きおく（する） 記憶（する） 기억(하다) 

きまり！ 決まり！ 결정 

クーラー   에어컨 

けっきょく 結局 결국 

けん 県 현 

～ご ～後 ～후 

こうどけいざいせいちょうき 高度経済成長期 고도 경제 성장기 

ごちそうさまでした   잘 먹었습니다 

しぜん 自然 자연 

じっか 実家 본가 

じゅく 塾 학원 

しょうちょう（する） 象徴（する） 상징(하다) 

ず 図 그림 

すてき（な）   멋있는 

すわこ 諏訪湖 스와코(→나가노현에 있는 호수 이름) 

そうだなあ   글쎄 

そうなんだ   그렇구나 

それとも   그렇지 않으면(→어느 하나를 고를 때) 

たすける 助ける 돕다 

～たら、   ～면 

つれていく 連れていく 데리고 가다 

デュエット（する）   듀엣으로 (하다) 

ところが   그런데, 그러나 

ところで   그런데(→화제를 바꿀 때) 

トムヤンクン   톰양쿤(→타이 요리) 



トンボ   잠자리 

なかがいい 仲がいい 사이가 좋다 

なつかしい   그립다 

なんだ   뭐야 

にんき（がある） 人気（がある） 인기(가 있다) 

ビートルズ   비틀즈 

ひとつもない   하나도 없다 

ひとりで 一人で 혼자서 

びんぼう（な） 貧乏（な） 가난(한) 

ぼくじょう 牧場 목장 

ホタル   개똥벌레, 반디 

まよう 迷う 헤매다 

やきとり 焼鳥 꼬치구이 

やったあ   해냈다(무슨 일이 잘 되었을 때) 

ゆたか（な） 豊か（な） 풍부(한) 

 



第 1課（ステップ３） 

あしがる 足軽 졸병 

あたまがやわらかい 頭が柔らかい 사고력이 유연하다 

あらわす 表す 나타내다 

うけいれる 受け入れる 받아들이다 

うまく   바람직하게 

えどばくふ 江戸幕府 에도 막부 

おおざっぱ（な）   엉성한 

おしゃべり（な）   수다장이 

おもいやりがある 思いやりがある 남을 헤아리는 마음이 있다 

おんこう（な） 温厚（な） 온후(한) 

かく 描く 그리다 

がまんづよい 我慢強い 참을성이 강하다 

かんじゅせいゆたか（な） 感受性豊か（な） 감수성 풍부한 

きごう 記号 기호 

きにする 気にする 마음에 두다, 걱정하다 

きむずかしい 気難しい 성미가 까다롭다 

きょうちょうせいがない 協調性がない 협조성이 없다 

キリストきょう キリスト教 크리스트교 

くやしい 悔しい 억울하다, 분하다 

けってん 欠点 단점 

けらい 家来 주인을 섬기는 사람, 부하 

ごい 語彙 어휘 

こうてい（てきな） 肯定（的な） 긍정(적인) 

こうはん 後半 후반 

ころす 殺す 죽이다 

さて   그런데 

さびしがりや 寂しがり屋 유난히 외로움을 타는 사람 

さむらい 侍 무사 

ざんこく（な） 残酷（な） 잔혹(한) 

じっと   가만히, 지그시 

じつは 実は 사실은 

じぶんじしん 自分自身 자기 자신 

しゃこうてき（な） 社交的（な） 사교적(인) 

しゅうまつ 週末 주말 

しゅっせ（する） 出世（する） 출세(하다) 

しゅるい 種類 종류 



しんけいしつ（な） 神経質（な） 신경질(적인) 

しんちょう（な） 慎重（な） 신중(한) 

せいかく 性格 성격 

せいき 世紀 세기 

せんごくじだい 戦国時代 전국시대 

そのため   그 때문에 

それに   게다가 

～だい ～代 ～대금 

ただ   단지 

だらしない   칠칠치 못하다 

たんしょ 短所 단점 

ちいき 地域 지역 

チャンス   찬스 

ちゅうかりょうり 中華料理 중화 요리 

ちょうしょ 長所 장점 

デリケート（な）   민감(한) 

とういつ（する） 統一（する） 통일(하다) 

とくい（な） 得意（な） 가장 잘 하는 

どちらともいえない どちらとも言えない 어느 것이라고도 말할 수 없다 

とつぜん 突然 돌연 

どりょくか 努力家 노력가 

にがて（な） 苦手（な） 서투른 

ニコニコする   싱글벙글하다 

にんげん 人間 인간 

はいく 俳句 하이쿠(→일본의 시) 

はずかしがりや 恥ずかしがり屋 부끄러움장이 

ひていてき（な） 否定的（な） 부정적(인) 

ひとあたりがいい 人当たりがいい 인상이 좋다 

ひとばんじゅう 一晩中 밤새도록 

ひとまえで 人前で 사람앞에서 

ふきげん（な） 不機嫌（な） 기분이 얹잖은 

ぶしょう 武将 무장, 장수 

ぶぶん（てきな） 部分（的な） 부분(적인) 

ぶんるい（する） 分類（する） 분류(하다) 

べつの 別の 다른 

ほかの 他の 다른 

ホトトギス   호토토기스(→식물명) 



ほんとうの 本当の 진짜 

ほんとうは 本当は 정말은 

マイペース   마이페이스 

まえむき 前向き 긍정적인 생각, 태도 

まけずぎらい（な） 負けず嫌い（な） 지기 싫어하(는) 

みかた 見方 보는 방법, 보기 

みぶん 身分 신분 

むくち（な） 無口（な） 과묵한 사람 

めだちたがりや 目立ちたがり屋 눈에 띄고 싶어하는 사람 

ものしずか（な） 物静か（な） 조용한, 침착한 

わがまま（な）   제멋대로(인) 

わたりどり 渡り鳥 철새 

 


