
第２課（ステップ１） 

アジア   아시아 

アドバイス（する）   어드바이스 

あんてい（する） 安定（する） 안정(하다) 

いこいのば 憩いの場 쉼터, 휴식처 

イスラムきょう イスラム教 이슬람교 

いっけんのかちあり 一見の価値あり 한번 볼만한 가치가 있음 

インドシナはんとう インドシナ半島 인도네시아 반도 

うき 雨期 장마 기간 

エビ   새우 

オーダーメイド   오더메이드, 맞춤 

おでん   오뎅 

およそ   대략 

がいしけい 外資系 외자계 

かずおおく（の） 数多く（の） 수 많은 

かのじょ 彼女 그녀 

かんき 乾期 건기, 건조기 

かんこうきゃく 観光客 관광객 

かんこうち 観光地 관광지 

カンボジア   캄보디아 

きおん 気温 기온 

ぎおんやまかさ 祇園山笠 기온 야마카사  

きこう 気候 기후 

ぎん 銀 은 

きんえん 禁煙 금연 

くしだじんじゃ 櫛田神社 쿠시다 신사 

くわえる 加える 더하다 

こくみん 国民 국민 

じっさいに 実際（に） 실제(로) 

しつど 湿度 온도 

しみんげきじょう 市民劇場 시민극장 

しゅうきょう 宗教 종교 

しゅうしょく（する） 就職（する） 취직(하다) 

しゅと 首都 수도 

しょくぶんか 食文化 식문화 

しょくみんち 植民地 식민지 

しんじゃ 信者 신자 



しんじゅ 真珠 진주 

しんとう 神道 신도 

シンボル   심볼, 상징 

スープ   스프 

せいマリアきょうかい 聖マリア教会 성마리아 교회 

そんざいぶん 存在文 존재문 

タイ   타이 

たら   대구 

ちゅうおうゆうびんきょく 中央郵便局 중앙 우체국 

ちゅうごく 中国 중국 

ちゅうしん 中心 중심 

つまみ   안주 

でんとう（てきな） 伝統（的な） 전통(적인) 

とうがらし 唐辛子 고추 가루 

とし 都市 도시 

とにかく   여하튼 

はこざきぐう 筥崎宮 하코자키 신사 

ハノイ   하노이(→베트남) 

はるまき 春巻き 춘권(→중국요리) 

ヒンドゥーきょう ヒンドゥー教 힌두교 

～ぶ ～部 ～부 

～ふう ～風 ～풍 

フエ   피리 

ぶっきょう 仏教 불교 

ぶっきょうと 仏教徒 불교도 

フランス   프랑스 

ぶんけい 文型 문형 

ベトナム   베트남 

ホーチミン   호치민 

ほかに 他に 외에 

まく 巻く 말다, 감다 

まつり 祭り 축제 

みなみシナかい 南シナ海 남시나해 

みんぞく 民族 민족 

みんぞくいしょう 民族衣装 민족의상 

むしあつい 蒸し暑い 무덥다 

めいしょ 名所 명소 



めいぶつ 名物 명물 

めんせき 面積 면적 

めんたいこ 明太子 명란젓 

モスク   모스크(→회교 성원) 

やく 約 약 

やたい 屋台 포장마차 

ユダヤきょう ユダヤ教 유대교 

ヨーロッパ   유럽 

ライスペーパー   라이스 페이퍼 

ラオス   라오스(→인도차이나) 

りょう 寮 기숙사 

～わん ～湾 만 

 



第２課（ステップ２） 

あちこち   여기저기 

い 胃 위 

いくつか（の）   언젠가 

いけばな 生け花 꽃꽂이 

いちおう 一応 일단 

エジプト   이집트 

おきる 起きる 일어나다 

ガイドブック   가이드북 

からだじゅう 体中 몸 전체 

かんこう（する） 観光（する） 관광(하다) 

ギザ   까칠까칠 

きちょうひん 貴重品 귀중품 

けんこう（な） 健康（な） 건강(한) 

こおり 氷 얼음 

ゴールデン・ウィーク   골덴 위크, 황금의 휴일 

さばく 砂漠 사막 

サングラス   썬글래스 

さんせい（する） 賛成（する） 찬성(하다) 

じぶんで 自分で 자기 스스로 

シャンプー   샴푸 

じょうきょう 状況 상황 

しんせい（する） 申請（する） 신청(하다) 

スカーフ   스카프 

スフィンクス   스핑크스 

それで    그래서 

たて 縦 세로 

たてる 立てる 세우다 

たよりになる 頼りになる 의지가 되다 

てつづき 手続き 수속 

トラベラーズ・チェック   
트래블러즈 체크(→여행 준비물 리스트 

체크) 

ながそで 長そで 긴소매 

なまみず 生水 생수 

バー   바 

はやめに 早めに 이른 듯하게 

ビザ   비자 



ひとびと 人々 사람들 

ひやけ（する） 日焼け（する） 햇볕에 타다 

ひやけどめ 日焼け止め 썬크림 

ピラミッド   피라미트 

ベストシーズン   베스트 시즌 

まち 街 거리 

ミネラルウォーター   미네랄 워터 

むしよけ 虫よけ 제충용 도구나 약품 

よいどめ 酔い止め 멀미를 예방함, 또는 멀미약 

よかったら   괜찮다면 

ラウンジ   라운지 

ロールプレイ   롤 플레이 

 



第２課（ステップ３） 

アフリカ   아프리카 

アルゼンチン   아르헨티나 

イギリス   영국 

いこくじょうちょゆたか（な） 異国情緒豊か（な） 이국 정서가 풍부한 

いまでは 今では 지금으로서는 

いみん（する） 移民（する） 이민(하다) 

インド   인도 

インドよう インド洋 인도양 

うらかみてんしゅどう 浦上天主堂 우라카미 성당 

えいきょう（する） 影響（する） 영향 

エーゲかい エーゲ海 에게해 

えどじだい 江戸時代 에도 시대 

おおうらてんしゅどう 大浦天主堂 오우라 성당 

オーストラリア   오스트레일리아 

オーストラリアン・フットボー

ル 
  럭비 

オランダざか オランダ坂 오란다자카(→나가사키) 

おんせんち 温泉地 온천지 

ガーナ   가나 

カカオ   카카오 

カステラ   카스테라 

かめのこうら 亀の甲羅 거북이 등 

ガラズざいく ガラス細工 유리세공 

かんそう 感想 감상 

きげん 起源 기원 

きゅうグラバーてい 旧グラバー邸 (구)그라바 저택 

ギリシャ   그리스 

きんだいてき（な） 近代（的な） 근대(적인) 

くし   꼬챙이, 꼬치 

クリケット   크리켓 

げんりょう 原料 원료 

こうげいひん 工芸品 공예품 

こくさいしょくゆたか 国際色豊か（な） 국제적 분위기가 풍부한 

さこく 鎖国 쇄국 

さんち 産地 산지 

しぜんゆたか（な） 自然豊か（な） 자연이 풍부(한) 



しない 市内 시내 

しまぐに 島国 섬나라 

しんぴ（てきな） 神秘（的な） 신비(적인) 

スイス   스위스 

スポット   초점 

スリランカ   스리랑카 

ぜんごうオープン・テニス 全豪オープン・テニス 호주 오픈 테니스 대회 

そうふくじ 崇福寺 소후쿠지(→나가노현에 있는 절) 

たいせいよう 大西洋 대서양 

たいりく 大陸 대륙 

ちあん 治安 치안 

チャイナタウン   차이나 타운 

チャンポン   짬뽕 

つたわる 伝わる 전해지다 

であう 出会う 만나다 

ドイツ   독일 

とうざいなんぼく 東西南北 동서남북 

とうなんアジア 東南アジア 동남아시아 

とくしょく 特色 특색 

とくちょう 特徴 특징 

トラム   토라무(→홍콩) 

ニュージーランド   뉴질랜드 

ネクタイピン   넥타이핀 

はってん（する） 発展（する） 발전(하다) 

はつめい（する） 発明（する） 발명(하다) 

ビードロ   비드로(→유리의 옛이름) 

ひつじ 羊 양 

ひっしゃ 筆者 필자 

フィッシュ＆チップス   생선과 칩 

へいわこうえん 平和 평화 

べっこう べっ甲 별갑(→대모갑) 

ベネチアン・ガラス   베네티안 글레이즈 

ペンダント   목걸이 

ポート・フィリップわん ポート・フィリップ湾 포트 필리핀만 

ポルトガル   포르투칼 

マスターズ・ゴルフ   마스터즈 골프 

ミートパイ   미트 파이 



みなみアメリカ 南アメリカ 남아메리카 

みなみはんきゅう 南半球 남반구 

ミャンマー   버마 

メルボルン   멜버른(→오스트레일리아) 

もっとも   지당함, 당연함 

ゆらい 由来 유래 

ラグビー   럭비 

リスボン   리스본(→포르투칼) 

 


