
第３課（ステップ１） 

あいかわらず   여전히 

いきがつまる 息が詰まる 숨이 막히다 

いけいようし い形容詞 い형용사 

いぜん 以前 이전 

イライラする   안절부절 못하다 

うわさ   소문 

おかげさまで   덕분에 

かいわすれる 買い忘れる 살 것을 잊다 

かなり   꽤 

かのうけい 可能形 가능형 

ききとる 聞き取る 들어 알다, 청취하다 

きになる 気になる 마음에 걸리다, 걱정되다 

くちにあわない 口にあわない 입맛에 맞지 않다 

くろう（する） 苦労（する） 고생(하다) 

このは 木の葉 나뭇잎 

しゅうちゅう（する） 集中（する） 집중(하다) 

しりょう 資料 자료 

スケジュール   스케쥴 

ストレス   스트레스 

ゼミ   세미나 

せんぷうき 扇風機 선풍기 

ぜんりゃく 前略 전략 

たつ 経つ 경과하다 

だまって～する   묵묵히 ∼하다 

ちょうさ（する） 調査（する） 조사(하다) 

デート（する）   데이트(하다) 

テーマ   테마 

てけい て形 て형 

てにつかない 手につかない 손에 잡히지 않다 

どのように   어떻게 

なけいようし な形容詞 な형용사 

なんとかなる   어떻게든 된다 

のどをとおらない のどを通らない 목에 넘어가지 않다 

はなしあい 話しあい 의논 

はやいもので 早いもので 빠르게도 

ひていけい 否定形 부정형 



ひょう 表 표 

フィリピン   필리핀 

ふうふ 夫婦 부부 

へる 減る 줄다 

へんか（する） 変化（する） 변화(하다) 

マニラ   마닐라 

マニラわん マニラ湾 마닐라 만 

めいし 名詞 명사 

ゆうひ 夕日 석양 

ようやく   겨우 

 



第３課（ステップ２） 

あまくち（の） 甘口（の） 단맛(의) 

あらためて   다른 기회에 

～いこう ～以降 ～이후 

いちぶ 一部 일부 

いっぱんてきに 一般的（な） 일반적으로 

イメージ   이미지 

おいのり お祈り 기도 

からくち 辛口 매운맛 

きょうつう（する） 共通（する） 공통(되다) 

きょうみぶかい 興味深い 흥미깊다 

きんべん（な） 勤勉（な） 근면(한) 

くらべる 比べる 비교하다 

けっか 結果 결과 

こい 濃い 진한 

こくみんせい 国民性 국민성 

こじんしゅぎ 個人主義 개인주의 

ざんぎょう（する） 残業（する） 잔업(하다) 

さんしょう（する） 参照（する） 참고(하다) 

じこちゅうしんてき（な） 自己中心的（な） 자기 중심적(인) 

しゅうだんしゅぎ 集団主義 집단주의 

しゅっしん 出身（「～の出身だ」） 출신 

じょうげかんけい 上下関係 상하 관계 

しょうにん 商人 상인 

しんこうしん 信仰心 신앙심 

せいか 成果 성과 

ぜんいん 全員 전원 

たいせつにする 大切にする 소중히 하다 

たいひ 対比 대비 

たにん 他人 타인 

ちがい 違い 차이 

つらい   괴롭다 

とかい 都会 도회지, 도시 

どのような   어떠한 

なやみ 悩み 고민 

なんとなく   어쩐지 

バギオ   바기오(→필리핀) 



はで（な） 派手（な） 화려(한) 

ひかく（する） 比較（する） 비교(하다) 

ひかんてき（な） 悲観的（な） 비관적(인) 

ファッション   패션 

ぶっしつしゅぎ 物質主義 물질주의 

ほうこく（する） 報告（する） 보고(하다) 

ホームステイ   홈스테이 

ほしゅてき（な） 保守的（な） 보수적(인) 

みんぞくせい 民族性 민족성 

むかんしん（な） 無関心（な） 무관심(한) 

ライバルいしき ライバル意識 라이벌 의식 

らっかんてき（な） 楽観的（な） 낙관적(인) 

りこてき（な） 利己的（な） 이기적(인) 

ルソンとう ルソン島 루손섬 

れんあい 恋愛 연애 

わかもの 若者 젊은이 

 



第３課（ステップ３） 

あぐらをかく   책상다리를 하다 

あっというま（に） あっという間（に） 눈 깜짝할 사이에 

いちにちもはやく 一日もはやく 하루라도 빨리 

いと（する） 意図（する）     의도(하다) 

うえき 植木 정원수 

エチケット   에티켓 

おかえし お返し 답례, 답례품 

おきどけい 置き時計 탁상 시계 

おとをたてる 音を立てる 소리를 내다 

かかる   걸리다 

からだにわるい 体に悪い 몸에 나쁘다 

かわった～ 変わった～ 별난 

かんこく 韓国 한국 

きく 菊 국화 

きこく（する） 帰国（する） 귀국(하다) 

きる 切る 자르다 

クイズ   퀴즈 

こういんやのごとし 光陰矢の如し 세월은 화살과 같다 

こうかい（する） 後悔（する） 후회(하다) 

ごかい（する） 誤解（する） 오해(하다) 

ごかいをとく 誤解をとく 오해를 풀다 

コミュニケーション   커뮤니케이션 

さかずき 杯 술잔 

じじつ 事実 사실 

しょうじき（な） 正直（な） 정직(한) 

たいど 態度 태도 

タブー   터부, 금기 

つける 着ける 걸치다, 입다 

とはいえ   (라)고는 하나 

なでる   쓰다듬다, 어루만지다 

にほんてき（な） 日本的（な） 일본적(인) 

のんびりする   한가로이 지내다 

はんせい（する） 反省（する） 반성(하다) 

ビリビリやぶる ビリビリ破る (종이, 천등을) 찢다 

～ふりをする   ～척하다 

ほうそうし 包装紙 포장지 



ホストファミリー   호스트 패밀리 

マナー   매너 

むいしき（に） 無意識（に） 무의식(적으로) 

やぶる   찢다, 째다 

ゆびさす 指さす 가리키다, 뒤에서 손가락질하다 

よそう（する） 予想（する） 예상(하다) 

 


