
第４課（ステップ１） 

ＭＢＡ   MBA 

あるにはある   있긴 있다 

いつか   언젠가 

うまくいく うまく行く 일이 잘 되다, 인간 관계가 좋다 

おもいっきり～（する） 思いっきり～（する） 마음껏 ∼(하다) 

かしゅ 歌手 가수 

かのうせい 可能性 가능성 

きっかけ   계기 

きぼう（する） 希望（する） 희망(하다) 

くらす 暮らす 살다 

けいえいがく 経営学 경영학 

こうくうだいがく 航空大学 항공 대학 

さいのう 才能 재능 

しかたがない 仕方がない 어쩔 수 없다 

しかたなく～（する） 仕方なく～（する） 어쩔 수 없이 ～하다 

ししゃ 支社 지사 

じつげん（する） 実現（する） 실현(하다) 

じひょう 辞表 사표 

ジャーナリスト   저널리스트 

しょうがくきん 奨学金 장학금 

しりょく 視力 시력 

しんけん（な） 真剣（な） 진지(한) 

せいこう（する） 成功（する） 성공(하다) 

せかいじゅう 世界中 온 세계 

それもそうですね   그것도 그렇군요 

たいしょくきん 退職金 퇴직금 

ちょきん（する） 貯金（する） 저금(하다) 

できれば   가능하면 

てんきん（する） 転勤（する） 전근(하다) 

どうやって   어떻게 해서 

とびまわる 飛び回る 날아다니다 

とりあえず   우선, 일단 

～ねんかん ～年間 ～년간 

のうぎょう 農業 농업 

パイロット   파일럿, 비행기 조종사 

ブラジル   브라질 



ほんき 本気 본심, 진심 

マンション   맨션 

めのまえで 目の前で 눈앞에서 

ゆうじん 友人 우인 

よさん 予算 예산 

レッスン   레슨 

 



第４課（ステップ２） 

ありうる   있을 수 있다 

インスタントしょくひん インスタント食品 인스턴트 식품 

うちゅう 宇宙 우주 

エイズ   에이즈 

おこる 起こる 일어나다, 시작되다 

おせん（する） 汚染（する） 오염(시키다) 

おやこどん（ぶり） 親子丼 닭고기 계란 덮밥 

がいらいご 外来語 외래어 

ガン   암 

かんきょう 環境 환경 

かんれん（する） 関連（する） 관련(하다) 

きたい（する） 期待（する） 기대(하다) 

こうがい 公害 공해 

ごうかく（する） 合格（する） 합격(하다) 

こうれいかしゃかい 高齢化社会 고령화 사회 

こえる 超える 넘다 

ことばがつうじる 言葉が通じる 말이 통하다 

さまざま（な） 様々（な） 다양한 

さんこうにする 参考にする 참고로 하다 

しかも   게다가 

じゅうきょ 住居 주거 

しょくせいかつ 食生活 식생활 

しょくりょう 食糧 식량 

しんこく（な） 深刻（な） 심각(한) 

しんぽ（する） 進歩（する） 진보(하다) 

ぜいきん 税金 세금 

それどころか   그렇기는 커녕, 오히려 

だいがくいん 大学院 대학원 

だって   (반론하는 경우에) 그렇지만, 하지만 

つうしん 通信 통신 

としより 年寄り 노인 

どんなふうに   어떻게 

なんだか   어쩐지 

にわとり   닭 

はるかに   이미 

パンダ   팬더 



ふくし 福祉 복지 

へいきんじゅみょう 平均寿命 평균 수명 

ほんやくき 翻訳機 번역기 

みらい 未来 미래 

やきゅうじょう 野球場 야구장 

 



第４課（ステップ３） 

アイデア   아이디어 

うつる 映る (스크린에 영상이) 나타나다  

えいぎょうマン 営業マン 세일즈맨 

オートロック   자동 잠금 

おてつだい お手伝い 가정부 

オフィス   오피스 

かいかえる 買い替える 새로 사서 바꾸다 

かいはつ（する） 開発（する） 개발(하다) 

～かた ～型 ～형 

きのう（する） 機能（する） 기능(하다) 

きれる 切れる 베이다, (칼이) 잘 들다 

グループ   그룹 

けいたいでんわ 携帯電話 휴대폰 

けんきゅういん 研究員 연구원 

けんきゅうじょ 研究所 연구소 

さいしん 最新 최신 

じどうし 自動詞 자동사 

じどうてき（に） 自動的（に） 자동적(으로) 

じゅうたく 住宅 주택 

しょうしゃ 商社 상사 

しんしつ 寝室 침실 

スイッチ   스위치 

スキャナー   스캐너 

スピーカー   스피커 

すべて   모두 

せいひん 製品 제품 

セキュリティー   시큐리티 

せつび 設備 설비 

センサー   센서 

そうさ（する） 操作（する） 조작(하다) 

そのうえ その上 게다가 

たちあがる 立ち上がる 일어서다 

たどうし 他動詞 타동사 

ついている   재수 좋다 

テレビでんわ テレビ電話 텔레비 전화 

てんじじょう 展示場 전시장 



てんじょう 天井 천정 

というのも   ～라는 것도 

ないよう 内容 내용 

ながれる 流れる 흐르다 

なんにんか 何人か 몇명인가 

バスルーム   욕실 

はつばい（する） 発売（する） 발매(하다) 

ビジネスマン   비즈니스 맨 

ブザー   버저(→전자석을 이용한 음향장치) 

プラネタリウム   플라네타륨 

プリント・アウト（する）   프린트 아웃(하다) 

プロジェクト   프로젝트 

ベッドルーム   베드룸, 침실 

べんざ 便座 변기 

ほうほう 方法 방법 

マイクロフォン   마이크로 폰 

むすぶ 結ぶ 매다, 관계를 맺다 

むりょう 無料 무료 

メーカー   메이커 

もじ 文字 문자 

よう ～用 용 

よこ 横 옆 

よみとる 読み取る 읽고 내용을 이해하다 

リビング   리빙, 거실 

ロボット   로보트 

 


