
第８課（ステップ１） 

Ｅメール   메일 

アドレス   어드레스 

がくひ 学費 학비 

がっか 学科 학과 

がっき 学期 학기 

カリキュラム   컬리큘럼 

きそ 基礎 기초 

きゅうこう 休講 휴강 

けいやくしょ 契約書 계약서 

こうかん（する） 交換（する） 교환(하다) 

こうき 後期 후기 

こうそく 校則 교칙 

こうりつ 公立 공립 

サークル   써클, 동아리 

サービス（する）   서비스(하다) 

さいほう（する） 裁縫（する） 재봉(하다) 

サイン（する）   사인(하다) 

しえき 使役 사역 

じじょう 事情 사정 

しせつ 施設 시설 

じゅんばん（に） 順番（に） 순서(대로) 

じょうほう 情報 정보 

ジョギング（する）   죠깅(하다) 

しょり（する） 処理（する） 처리(하다) 

シラバス   수업 개요 

スポーツジム   스포츠 클럽 

せいど 制度 제도 

せいふく 制服 제복 

ぜんがく 全額 전액 

ぜんき 前期 전기 

そつろん 卒論 졸업논문 

たんき 短期 단기 

ちゅうかんはっぴょう 中間発表 중간 발표 

ディスカッション（する）   논의/논쟁(하다) 

てをぬく 手を抜く 날림으로 일하다, 일을 겉날리다 

どうすれば   어떻게 하면 



どうやら～（ようだ）   그럭저럭 ～(것 같다) 

はい。チーズ   하이, 치즈(→사진 찍을 때 쓰는 말) 

はつおん 発音 발음 

はっぴょう（する） 発表（する） 발표(하다) 

はっぴょうかい 発表会 발표회 

はばひろく 幅広く 폭 넓게 

ひょうか（する） 評価（する） 평가(하다) 

ぶかつ 部活 써클 활동, 동아리 활동 

プログラミング（する）   프로그래밍(하다) 

プログラム（する）   프로그램(하다) 

ふんいき 雰囲気 분위기 

ぶんぽう 文法 문법 

ぺきん 北京 북경 

ほうがく 法学 법학 

めいれい（する） 命令（する） 명령(하다) 

めんどう（な） 面倒（な） 귀찮(은) 

りしゅうあんない 履修案内 이수 안내 

 



第８課（ステップ２） 

あまい 甘い 달다 

がいこうかん 外交官 외교관 

カナダ   캐나다 

がまん（する） 我慢（する） 참다 

かんしゃ（する） 感謝（する） 감사(하다) 

きたえる   단련하다, 훈련하다 

きょうよう 教養 교양 

グラウンド   운동장 

けんたいかい 県大会 현 대회 

こうしえん 甲子園 코시엔(→야구장 이름) 

こくさいか（する） 国際化（する） 국제화(하다) 

こそだて 子育て 육아 

さんぴりょうろん 賛否両論 찬부 여론 

し 詩 시 

しえきうけみ 使役受け身 사역 수동 

じんせい 人生 인생 

ついに   마침내 

なげる 投げる 던지다 

にぎる 握る 쥐다, 잡다 

ふる 振る 흔들다 

フレッシュ・ジュース   후레쉬 쥬스 

ゆうしょう（する） 優勝（する） 우승(하다) 

ユニフォーム   유니폼 

よのなか 世の中 세상 

 



第８課（ステップ３） 

あたえる 与える 제공하다 

あわせて 合わせて 맞추어 

いいかえる 言い換える 바꾸어 말하다 

いいかえれば 言い換えれば 바꾸어 말하면 

いじめ   왕따 

いとこ   사촌 

かいけつ（する） 解決（する） 해결(하다) 

かかえる 抱える 안다 

がくしゃ 学者 학자 

がっきゅうほうかい 学級崩壊 학급 붕괴 

かんりしゅぎきょういく 管理主義教育 관리주의 교육 

～けん ～件 ～건 

こうないぼうりょく 校内暴力 교내 폭력 

さしころす 刺し殺す 찔러 죽이다 

じさつ（する） 自殺（する） 자살(하다) 

しつ 質 질, 품질 

しりつ 私立 사립 

しんがくりつ 進学率 진학률 

しんこくか（する） 深刻化（する） 심각화(하다) 

せいしん（てきな） 精神（的な） 정신(적인) 

せいふ 政府 정부 

せいり（する） 整理（する） 정리(하다) 

せんたくし 選択肢 선다형 

たいしゅうか（する） 大衆化（する） 대중화(하다) 

～だす（例．走り出す）   ～기 시작하다 

だとすれば   그렇다고 하면 

ていき（する） 提起（する） 제기(하다) 

てんさい 天才 천재 

どうきゅうせい 同級生 동급생 

とうこうきょひ 登校拒否 등교 거부 

なんども 何度も 몇번이나 

はいぼくしゃ 敗北者 패배자 

はんろん（する） 反論（する） 반론(하다) 

ピーク   절정 

ぶつり（てきな） 物理（的な） 물리(적인) 

ふとうこう 不登校 등교 거부 



フラストレーション   프러스트레이션 

ぼうりょく 暴力 폭력 

もくひょう 目標 목표 

わる 割る 나누다 

 



APPENDIX 

かいとう（する） 解答（する） 해답(하다) 

ジーンズ   청바지 

ふくそう 服装 복장 

わりかん（にする） 割り勘（にする） 각자 부담(하다) 

 

 

 

解答編 

そこで   그래서 

～へん ～編 ～편 

 


