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41 くみんセンター 区民センター 구민 센터
41 ポスター 포스터
41 かけます［こえを～］ かけます［声を～］ 겁니다［말을 ~］
41 かのう 可能 가능
41 かのうどうし 可能動詞 가능 동사（문법 용어）
41 クロール 크롤
41 ひらおよぎ 平泳ぎ 평영
41 にくじゃが 肉じゃが 고기와 감자를 조린 일본요리

41 ～しか（～ない） ~밖에 （~지 않다）（부정어 ‘ない’와 같이 사용
함）

41 クーポンけん クーポン券 쿠폰 , 할인권
41 だいきん 代金 대금 , 값
41 パーセント 퍼센트
41 ～びき ～引き ~ 할인
41 りょうきん 料金 요금（전화 , 수도 등의 이용료）
41 スポーツセンター 스포츠 센터
41 トレーニングマシン 운동 기구
41 しつもんします 質問します 질문합니다
41 こたえます 答えます 대답합니다
41 ことり 小鳥 작은 새
41 まあまあ 그런대로 , 그럭저럭
41 サイト 사이트
41 しゅみ 趣味 취미
41 かんがえます 考えます 생각합니다
41 はじめ 初め 처음
41 ことしじゅうに 今年中に 올해 중으로
41 おしゃべり 잡담 , 수다

41 ～たばかり 막 , 갓（어떤 일이 일어난 후 시간이 얼마 지나지 
않았다는 것을 나타냄 . 화자의 감정이 담긴 표현）

41 やります （‘します’의 허물없는 표현）
41 めんたいこ 明太子 명란젓（후쿠오카의 명산물）
41 しちゃくしつ 試着室 탈의실 , 옷 가게에서 파는 옷을 입어 보는 방
41 カクテル 칵테일
41 ほし 星 별
41 むかしばなし 昔話 옛날이야기
41 でんとうぎょうじ 伝統行事 전통 행사
41 ささ 조릿대
41 かざります 飾ります 꾸밉니다 , 장식합니다
41 ほそながい 細長い 가늘고 길다
41 ねがいごと 願い事 기원하는 것 , 소원
41 つけます［ささに～］ 付けます［ささに～］ 매답니다［조릿대에 ~］
41 ～でしょう？ ~지요 ?（상대에게 확인할 때 사용하는 표현）
41 しんじます 信じます 믿습니다
41 ききます［ひとに～］ 聞きます［人に～］ 물어봅니다［타인에게~］
41 てんぷら 天ぷら 튀김
42 しんせん（な） 新鮮（な） 신선하다
42 しなもの 品物 물품 , 상품
42 はいたつ 配達 배달
42 （お）べんとう （お）弁当 도시락（편의점이나 슈퍼에서 파는 도시락）
42 ポイント 포인트（슈퍼 등의 포인트 서비스의 점수）
42 ～ばい ～倍 ~ 배
42 りゆう 理由 이유
42 えらびます 選びます 고릅니다
42 ショッピング 쇼핑
42 せいきょう 生協 생협 , 생활 협동 조합
42 ちゅうもんします 注文します 주문합니다
42 はいたつします 配達します 배달합니다
42 まとめて 묶어서 , 한꺼번에 다
42 たな 棚 진열장
42 ～さつ ～札 ~ 지폐
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42 りょうがえします 両替します 환전합니다
42 あいます［サイズが～］ 合います［サイズが～］ 맞습니다［사이즈가 ~］
42 とりかえます 取り替えます 바꿉니다
42 レシート 영수증
42 サービスカウンター 고객 센터 , 고객 상담실
42 チャンネル 채널
42 かえます［チャンネルを～］ 替えます［チャンネルを～］ 바꿉니다［채널을 ~］
42 うでどけい 腕時計 손목 시계
42 みちじゅん 道順 경로 , 목적지로 가는 순서
42 ～め ～目 ~ 번째
42 かど 角 길모퉁이
42 こうさてん 交差点 교차로
42 よつかど 四つ角 사거리
42 しんごう 信号 신호 , 신호기
42 ふみきり 踏切 건널목
42 ほどうきょう 歩道橋 육교
42 おうだんほどう 横断歩道 횡단보도
42 むかい 向かい 맞은편
42 つきあたり 突き当たり 막다른 곳
42 めじるし 目印 안표 , 목표물 , 랜드마크
42 おたく お宅 댁（‘あなたの家’의 정중한 표현）
42 ファミリーレストラン 패밀리 레스토랑
42 かんばん 看板 간판 
42 とおります 通ります 지납니다
42 しばらく 잠시 , 잠깐 동안
42 ～とか ~나 , ~ 라든지
42 うりば 売り場 매장
42 おく 奥 안쪽
42 えび 海老 새우
42 せんぎょ 鮮魚 선어 , 생선
42 ブラックタイガー 블랙타이거
42 おすすめ お勧め 추천 , 추천할 것

42 ～にします ~로 합니다（화자가 무언가를 결정했음을 나타내
는 표현）

42 ほけんセンター 保健センター 보건 센터（행정 시설의 하나）
42 そうだん 相談 상담 

42 しょうてんがい 商店街 상점가（소규모 상점들이 모여 있는 길 또는 지
역）

42 すすみます 進みます 나아갑니다
42 さき 先 전방 , 앞
43 おしゃべりします 잡담을 합니다 , 수다를 떱니다 
43 レシピ 레시피

43 てまきずし 手巻きずし 식탁에서 직접 생선 , 초밥 등을 김으로 말아서 먹
는 스시

43 こうりゅうかい 交流会 교류회
43 ランチします 점심을 먹습니다
43 スマートフォン 스마트폰
43 きけん 危険 위험
43 かよいます 通います 다닙니다
43 まち 街 거리（상점들이 늘어선 시가지）
43 あげます［てんぷらを～］ 揚げます［天ぷらを～］ 튀깁니다［튀김을 ~］
43 うすい 薄い 얇다
43 まぜます 混ぜます 섞습니다
43 ～ぶんの～ ～分の～ ~분의 ~
43 たまねぎ 玉ねぎ 양파
43 みじんぎり みじん切り （야채 등을） 다진 것
43 エコノミークラス 이코노미 클래스 , 일반석
43 かえます［かたちを～］ 変えます［形を～］ 바꿉니다［형태를 ~］
43 むきます 벗깁니다 , 깝니다
43 はんぶん 半分 반 , 절반
43 おおもり 大盛り 곱빼기
43 ～めに ～目に 비교적 ~게（분량 등이 약간 그럴 정도）
43 かきあげ かき揚げ 채 썬 야채 , 새우 , 오징어 등을 뭉쳐서 튀긴 튀김
43 かぼちゃ 호박
43 さつまいも さつま芋 고구마
43 さくらえび 桜海老 사쿠라에비（새우의 일종）
43 おおさじ 大さじ 큰술
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43 てんぷらこ 天ぷら粉 튀김 가루（튀김을 만들 때 사용하는 혼합 분말）
43 カップ 컵
43 つゆ 국물（다시물에 조미료를 넣은 것）
43 ころも 衣 튀김옷
43 なべ 鍋 냄비
43 ちゅうび 中火 중불 , 중간 불
43 あたためます 温めます 가열합니다
43 のせます 載せます 담습니다
43 ～ずつ ~씩
43 ちゃいろ 茶色 갈색 , 밤색
43 できあがり 出来上がり 완성
43 つけます［しおを～］ つけます［塩を～］ 찍습니다［소금을 ~］
43 こさじ 小さじ 작은술
43 シーシー（CC） cc（세제곱센티미터）
43 おたま お玉 국자
43 あわだてき 泡立て器 거품기
43 ボウル 볼 , 사발
43 フライパン 프라이팬
43 しゃもじ 주걱
43 すいはんき 炊飯器 전기 밥솥
43 オーブン 오븐
43 いためます 볶습니다
43 にこみます 煮込みます 조립니다
43 むします 蒸します 찝니다
43 やきます 焼きます 굽습니다

43 たきます 炊きます （밥을） 짓습니다 , （죽을） 쑵니다（간토지방에서는 
주로 밥을 지을 때 사용함）

43 インストラクター 인스트럭터 , 강사
43 あげます 上げます （손을） 듭니다
43 いき 息 숨
43 はきます［いきを～］ 吐きます［息を～］ 내쉽니다［숨을 ~］
43 おろします 下ろします 내립니다
43 おんど 温度 온도
43 つかれ 疲れ 피로
43 とれます［つかれが～］ 取れます［疲れが～］ 가십니다［피로가~］
43 ストレッチ 스트레칭
43 あちこち 여기저기
43 きんにく 筋肉 근육
43 のばします 伸ばします 뻗습니다
43 なす 가지
43 パスタ 파스타
43 にんにく 마늘
43 ベーコン 베이컨
43 オリーブオイル 올리브유
43 します［においが～］ します［臭い／匂いが～］ 납니다［냄새가 ~］ 
43 かんづめ 缶詰 통조림
43 オレンジいろ オレンジ色 오렌지색 , 주황색
43 よわび 弱火 약불 , 약한 불
43 バジル 바질
43 こしょう 후추
43 みます［あじを～］ 見ます［味を～］ 봅니다［맛을 ~］
43 わかします 沸かします 끓입니다
44 せんもんがっこう 専門学校 학원
44 しょうらい 将来 장래
44 いこうけい 意向形 의향형（동사의 활용형）
44 なつもの 夏物 여름 옷
44 バーゲン 바겐 세일 , 할인 세일

44 ～かな ~ㄹ까（의문문 문말에서 사용하는 표현 . 혼잣말
로 사용할 때도 있음）

44 みなさん 皆さん 여러분（‘みんな’의 정중한 표현）
44 しゅうしょく 就職 취직

44 ～しゅう ～周 ~ 주 , ~ 바퀴（무언가의 주위를 도는 횟수를 셀 
때 사용하는 조수사）

44 せつやくします 節約します 절약합니다

44 ～つもりです ~ㄹ 생각입니다（무언가를 실현하겠다는 뜻을 나
타내는 표현）

44 ホテル 호텔
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44 のみかい 飲み会 술자리
44 じゅぎょう 授業 수업
44 ミーティング 미팅 , 회의
44 かつどう 活動 활동
44 とうほくちほう 東北地方 도호쿠 지방
44 マグニチュード 매그니튜드
44 おきます［じしんが～］ 起きます［地震が～］ 일어납니다［지진이~］
44 たかだい 高台 높은 곳
44 にげます 逃げます 도망갑니다
44 つなみ 津波 해일 , 쓰나미
44 よります［みせに～］ 寄ります［店に～］ 들릅니다［가게에 ~］
44 イベント 이벤트 , 행사
44 とない 都内 도쿄도 내 , 도쿄 시내
44 いちにちじょうしゃけん 一日乗車券 1 일 승차권
44 わかれます 分かれます 나뉩니다
44 ちゅうい 注意 주의
44 けんぶつ 見物 구경
44 ちゅうしょく 昼食 점심
44 さんせい 賛成 찬성
44 かいがい 海外 해외
44 みつけます 見つけます 찾습니다
44 ゆめ 夢 꿈
44 つくります［かいしゃを～］ 作ります［会社を～］ 만듭니다［회사를 ~］
44 ～か～　 ~ 또는 ~
44 こうじょう 工場 공장

44 ～の？ ~ 거야 ?（‘したの？’는 ‘したんですか’와 같은 
뜻으로 보통체 회화에서 사용함） 

44 ボードゲーム 보드게임
44 しゅっちょう 出張 출장
44 メモします 메모합니다
44 ラッキー（な） 운이 좋다
44 ゆにゅうします 輸入します 수입합니다
44 てんしょくします 転職します 전직합니다
44 じつは 実は 실은
44 とります［としを～］ 取ります［年を～］ 듭니다［나이가 ~］
44 ～てきます ~게 됩니다
44 えらい 偉い 훌륭하다 , 대단하다
44 しかく 資格 자격
44 とります［しかくを～］ 取ります［資格を～］ 땁니다［자격을 ~］
44 じしん 自信 자신
44 つきます［じしんが～］ つきます［自信が～］ 생깁니다［자신이 ~］
44 ところで 그런데（화제를 바꿀 때 사용하는 표현）
44 スマホ ‘スマートフォン’（스마트폰）의 약어
45 けいけん 経験 경험
45 ほか 他 그 외
45 まちがえます 間違えます 잘못 압니다 , 오해합니다
45 と 戸 문
45 こわします 壊します 부숩니다 , 고장 냅니다
45 よなか 夜中 밤중
45 インターホン 인터폰
45 こしょうします 故障します 고장 납니다
45 ほしょうしょ 保証書 보증서
45 むりょう 無料 무료
45 うんどうかい 運動会 운동회
45 リレー 릴레이
45 ころびます 転びます 넘어집니다
45 チーム 팀
45 まけます 負けます 집니다
45 カーペット 카펫
45 よごします 汚します 더럽힙니다
45 わります 割ります 깹니다
45 こぼします 흘립니다 , 엎지릅니다
45 かみます 뭅니다
45 しっぱいします 失敗します 실패합니다 
45 おたより お便り 소식
45 だいじ（な） 大事（な） 소중하다
45 へんじ 返事 답장 , 답신
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45 おちます 落ちます 떨어집니다
45 きぶん 気分 기분 , 컨디션
45 まよいます［みちに～］ 迷います［道に～］ 헤맵니다［길을 ~］
45 きまります［しごとが～］ 決まります［仕事が～］ 결정됩니다［취업이 ~］
45 みつかります 見つかります 발견됩니다
45 メーカー 메이커 , 제조사
45 いしつとどけ 遺失届 분실물 신고（경찰에 제출하는 서류）
45 チェック 체크 무늬
45 とどきます 届きます 배달됩니다
45 ぶつけます 던집니다 , 던져서 맞힙니다
45 うえきばち 植木鉢 화분
45 ～あそび ～遊び ~ 놀이
46 じどうし 自動詞 자동사
46 たどうし 他動詞 타동사
46 きえます 消えます 꺼집니다 , 지워집니다
46 かかります［かぎが～］ かかります［鍵が～］ 잠깁니다［자물쇠가 ~］
46 かけます［かぎを～］ かけます［鍵を～］ 잠급니다［자물쇠를 ~］
46 われます 割れます 깨집니다
46 おれます 折れます 부러집니다
46 きれます 切れます 다 됩니다 , 끊깁니다
46 やぶれます 破れます 찢어집니다 , 터집니다
46 やぶります 破ります 찢습니다 , 깹니다
46 よごれます 汚れます 더러워집니다
46 こぼれます 흘러나옵니다 . 넘칩니다
46 たおれます 倒れます 넘어집니다
46 たおします 倒します 넘어뜨립니다
46 トラブル 트러블 , 말썽
46 そろそろ 슬슬
46 ようい 用意 준비
46 しぜんに 自然に 자연스럽게
46 じどうてきに 自動的に 자동적으로
46 レバー 레버
46 ファスナー 파스너 , 지퍼
46 はえ 파리
46 でます［みずが～］ 出ます［水が～］ 나옵니다［물이 ~］
46 こたつ 고타쓰（일본의 전통식 난방 장치）
46 でんち 電池 전지
46 カーテン 커튼
46 ポケット 포켓 , 호주머니
46 パトカー 경찰차 , 순찰차
46 どろぼう 泥棒 도둑
46 それで 그래서
46 こみます 込みます 붐빕니다
46 すきます［レジが～］ 비어 있습니다［계산대가 ~］
46 おとりかえします お取り替えします （‘取り替えます’의 정중한 표현）

復習 1 ひょう 表 표
復習 1 しみ 染み 얼룩
復習 1 ほんやくソフト 翻訳ソフト 번역 소프트웨어
復習 1 ほんやくします 翻訳します 번역합니다

47 けんばいき 券売機 승차권 자동발매기
47 アイシーカード（IC カード） 교통카드
47 チャージ 충전
47 ていきけん 定期券 정기 승차권
47 キャンセル 취소
47 りょうしゅうしょ 領収書 영수증
47 わすれもの 忘れ物 잊은 물건 , 유실물
47 マーク 마크 , 표시
47 ひじょうぐち 非常口 비상구
47 おきます［かじが～］ 起きます［火事が～］ 납니다［불이 ~］
47 にほんごのうりょくしけん 日本語能力試験 일본어 능력 시험
47 もうしこみます 申し込みます 신청합니다
47 ジェーエルピーティー（JLPT） JLPT（일본어 능력 시험）
47 きまり 決まり 규칙 , 룰

47 プリント 프린트（학교에서 나누어 주는 소식지 등의 인쇄
물）

47 たくじ 託児 탁아
47 もうしこみしょ 申込書 신청서
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47 れんらくさき 連絡先 연락처
47 きがつきます 気が付きます 알아차립니다 , 깨닫습니다 , 알아듣습니다
47 いきさき 行き先 행선지
47 たしかめます 確かめます 확인합니다
47 むしば 虫歯 충치
47 ねぼうします 寝坊します 늦잠을 잡니다

47 ～ばかり ~만（명사에 붙어서 그 빈도가 높다는 것을 나타
냄）

47 かじ 家事 가사 , 집안일
47 ちょうかい 聴解 청해 , 듣기
47 ひきにく ひき肉 다진 고기
47 しょうひきげん 消費期限 유통 기한
47 すぎます 過ぎます 지납니다
47 うわさ 소문
47 きにします 気にします 신경이 쓰입니다
47 アドバイス 조언 , 충고
47 えいぎょう 営業 영업
47 そります［ひげを～］ 깎습니다［수염을 ~］
47 さきほど 先ほど 아까
47 じんしんじこ 人身事故 인사 사고

47 うんてんをみあわせております 運転を見合わせております 운전을 중단하고 있습니다（‘運転を中止していま
す’의 정중한 표현）

47 ごめいわくをおかけしております ご迷惑をおかけしております 불편을 드리고 있습니다（‘迷惑をかけています’
의 정중한 표현）

47 えきいん 駅員 역무원
47 ～ばんせん ～番線 ~ 번 홈
47 あじさい 紫陽花 수국
47 フリーパス 자유 승차권
47 すいぞくかん 水族館 수족관
48 デジカメ ‘デジタルカメラ’（디지털카메라）의 약어
48 そうさ 操作 조작 , 사용
48 うれます 売れます 팔립니다
48 まどがわ 窓側 창측
48 いっぱい 一杯 가득 찬 상태 , 만원
48 つうろがわ 通路側 통로측

48 よろしいですか 좋습니까 , 괜찮으십니까（‘いいですか’의 정중한 
표현）

48 ねっちゅうしょう 熱中症 온열질환
48 そうたいします 早退します 조퇴합니다
48 でます［しあいに～］ 出ます［試合に～］ 출전합니다［경기에 ~］
48 さがります［ねつが～］ 下がります［熱が～］ 내립니다［열이 ~］
48 ボーナス 보너스
48 でます［ボーナスが～］ 出ます［ボーナスが～］ 나옵니다［보너스가 ~］
48 ぐあい 具合 상태 , 컨디션
48 ほごしゃかい 保護者会 학부모회
48 かっこいい 멋지다
48 にゅうかん 入管 ‘入国管理局’（입국관리국）의 약어
48 あやまります 謝ります 사과합니다
48 とっきゅう 特急 특급
48 じゅうたいします 渋滞します （차가） 밀립니다
48 いくら（～ても）　 아무리 （~어도）
48 ダイエット 다이어트
48 やめます［しごとを～］ 辞めます［仕事を～］ 그만둡니다［일을 ~］
48 はつおん 発音 발음
48 すごします 過ごします 보냅니다 , 지냅니다
48 ちょうし 調子 상태 , 컨디션
48 へいき（な） 平気（な） 괜찮다
48 まちあわせ 待ち合わせ 서로 약속하고 만남
48 つづき 続き 이어지는 부분
48 ～でございます ‘です’의 정중한 표현
48 かおいろ 顔色 얼굴색
48 もしかすると 어쩌면
48 おめでた 임신
49 けんこう 健康　 건강
49 けんこうしんだん 健康診断 건강 진단
49 けんしん 健診 ‘健康診断’（건강 진단）의 약어 
49 なかま 仲間 동료 , 동아리
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49 なれます［せいかつに～］ 慣れます［生活に～］ 익숙해집니다［생활에 ~］
49 ただ（～だけ） 그냥 （~뿐）
49 さむけ 寒気 오한
49 します［さむけが～］ します［寒気が～］ 납니다［오한이 ~］
49 なまがき 生がき 생굴
49 しょくちゅうどく 食中毒 식중독
49 ひえます 冷えます 추워집니다 
49 かえり 帰り 귀가 , 귀가 시간
49 うわぎ 上着 겉옷
49 おじぎ お辞儀 절
49 きちんと 제대로 , 똑바로
49 うんどうぶそく 運動不足 운동 부족
49 ～ぽ ～歩 ~ 발짝（걸음을 셀 때 사용하는 조수사）
49 いじょう 以上 이상
49 ～すぎ ~ 과다
49 うけます［けんしんを～］ 受けます［健診を～］ 받습니다［건강 검진을 ~］
49 すいぶん 水分 수분
49 とります［すいぶんを～］ 取ります［水分を～］ 섭취합니다［수분을 ~］
49 ネット 망 , 그물
49 かけます［ネットを～］ 씌웁니다［망을 ~］
49 にんしん 妊娠 임신
49 けんしん 検診 검진
49 リラックスします 긴장을 풉니다
49 アルコール 알코올
49 ふうふげんか 夫婦げんか 부부 싸움
49 はやります 流行ります 유행합니다
49 せいと 生徒 학생
49 いちどで 一度で 단번에
49 ～すぎます 지나치게 ~합니다
49 とります［メモを～］ 取ります［メモを～］ 합니다［메모를 ~］
49 かくにんします 確認します 확인합니다
49 めいわく（な） 迷惑（な） 폐가 되다
49 そうじき 掃除機 청소기
49 アプリ 앱 , 어플
49 できるだけ 出来るだけ 가능한 한 , 되도록
49 けっか 結果 결과
49 きじゅんち 基準値 기준치
49 たいじゅう 体重 체중 , 몸무게
49 しんちょう 身長 신장 , 키
49 ビーエムアイ（BMI） BMI（체질량 지수）
49 ふくい 腹囲 배 둘레 , 허리 둘레
49 メタボ 메타볼릭 신드롬 , 대사증후군
49 どりょくします 努力します 노력합니다
49 しょうたいじょう 招待状 초대장 , 청첩장
49 しゅっせきします 出席します 출석합니다
49 このたびは この度は 이번에는
49 おやすみします お休みします 쉽니다
49 みずぼうそう 水ぼうそう 수두 , 작은마마
49 ブツブツ 발진 , 두드러기
50 おちつきます 落ち着きます 진정합니다 , 진정됩니다
50 ひなん 避難 피난 , 대피
50 くんれん 訓練 훈련
50 ちいき 地域 지역
50 しょうぼうだん 消防団 소방단（지역 주민의 소방 조직）
50 めいれいけい 命令形 명령형（동사의 활용형）
50 きんしけい 禁止形 금지형（동사의 활용형）
50 あし 脚 다리
50 つかまえます 捕まえます 잡습니다
50 あきらめます 諦めます 포기합니다
50 あわてます 慌てます 당황합니다
50 まもります［あたまを～］ 守ります［頭を～］ 보호합니다［머리를 ~］
50 あと～ふん 後～分 남은 시간 ~ 분
50 シュート 슛
50 めいれいします 命令します 명령합니다
50 うごかします 動かします 움직입니다

50 にんじゃ 忍者 닌자（에도 시대 이전에 활동한 둔갑술에 능한 밀
정）
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50 とびおります 飛び下ります 뛰어내립니다
50 のぼります［きに～］ 上ります［木に～］ 올라갑니다［나무 위에 ~］
50 とびます 飛びます／跳びます （하늘을） 납니다 /뜁니다
50 とびこみます 飛び込みます 뛰어듭니다
50 おうえんします 応援します 응원합니다
50 どういういみですか どういう意味ですか 무슨 뜻입니까
50 ポイすて ポイ捨て 함부로 버림
50 ちゅういします 注意します 주의합니다 , 조심합니다
50 たちいりきんし 立入禁止 출입 금지
50 マジ 진짜（젊은 사람들이 사용하는 표현）
50 まじめ（な） 真面目（な） 성실하다
50 ～っていうこと ~라는 뜻이다
50 ただしい 正しい 옳다
50 まちがいます 間違います 틀립니다
50 スケートボード 스케이트보드
50 もんだい 問題 문제
50 きびしい 厳しい 엄격하다
50 ほこうしゃ 歩行者 보행자
50 まもります［あんぜんを～］ 守ります［安全を～］ 지킵니다［안전을 ~］
50 ミス 잘못 , 실수
50 おもいやり 思いやり 배려 , 동정심
50 いんしゅうんてん 飲酒運転 음주 운전
50 きんきゅうじしんそくほう 緊急地震速報 긴급 지진 속보
50 ゆれます 揺れます 흔들립니다
50 すごい 심하다
50 しっかり 꼭
50 ゆれ 揺れ 흔들림
50 しんど 震度 진도
50 こうてい 校庭 교정 , 학교 운동장
50 あつまります 集まります 모입니다 . 집합합니다
50 よしん 余震 여진
50 だめ（な） 駄目（な） 안되다
50 ちゃんと 제대로 , 똑바로 , 꼭
50 かけます［めいわくを～］ かけます［迷惑を～］ 끼칩니다［폐를 ~］
51 さいがい 災害 재해
51 そなえ 備え 대비 , 준비
51 きゅうに 急に 갑자기
51 じゅんび 準備 준비
51 ひじょうようもちだしふくろ 非常用持ち出し袋 생존배낭 , 방재 용품을 넣은 비상 대피용 가방
51 かいちゅうでんとう 懐中電灯 손전등
51 ユニフォーム 유니폼
51 こうさく 工作 공작 , 공작품
51 とっておきます 取っておきます 간직합니다 , 보관합니다
51 かわいそう（な） 불쌍하다
51 とってきます 取ってきます 가지고 옵니다
51 そのままにします 그대로 둡니다
51 デザート 디저트 , 후식
51 バッテリー 배터리
51 スリッパ 슬리퍼
51 ひやします 冷やします 차게 합니다
51 じゅうでんします 充電します 충전합니다
51 ゴミしゅうしゅうしゃ ゴミ収集車 쓰레기 수거차
51 いれます［せんたくものを～］ 入れます［洗濯物を～］ 거둡니다［빨래를 ~］
51 かぐ 家具 가구
51 ネジ 나사
51 とめます［ネジで～］ 留めます［ネジで～］ 고정합니다［나사로 ~］
51 しょっきだな 食器棚 찬장
51 とびだします 飛び出します 튀어나옵니다
51 かくします 隠します 숨깁니다
51 めざましどけい 目覚まし時計 알람 시계 , 자명종
51 セットします 맞춥니다 , 설정합니다
51 ホワイトボード 화이트보드
51 てちょう 手帳 수첩
51 いたずらします 장난칩니다
51 はじまります 始まります 시작됩니다
51 にゅうがくしき 入学式 입학식
51 だんすい 断水 단수
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51 チケット 티켓 , 표
51 しまいます 넣습니다
51 るす 留守 부재중
51 （お）となり （お）隣 옆집 , 이웃
51 しらせます 知らせます 알립니다
51 ようす 様子 모양 , 상태
51 シュークリーム 슈크림
51 もちだします 持ち出します 반출합니다 , 가지고 나갑니다
51 ひなんじょ 避難所 피난소 , 대피소

51 さいがいようでんごんダイヤル 171 災害用伝言ダイヤル 171
재해용 전언 다이얼 171（재해 발생 시에 음성 메
시지 등을 남기면 그것을 가족 등이 들을 수 있는 
시스템 . 전화번호는 171）

51 きめます 決めます 정합니다
51 だけど 그렇지만（‘けれども’의 허물없는 표현）
51 かべ 壁 벽

51 ぼうさいマップ 防災マップ 방재 지도（자치체별로 위험한 장소나 대피소 등
을 기재한 지도）

51 ノロウィルス 노로바이러스
51 うつります［びょうきが～］ うつります［病気が～］ 감염합니다［병이 ~］
51 ゴムてぶくろ ゴム手袋 고무 장갑
51 しょうどくします 消毒します 소독합니다
52 ほめます 褒めます 칭찬합니다
52 やるき やる気 의욕
52 でます［やるきが～］ 出ます［やる気が～］ 생깁니다［의욕이 ~］
52 けいやく 契約 계약
52 うけみ 受身 수동 , 피동（문법 용어）
52 うけみどうし 受身動詞 수동 동사 , 피동 동사（문법 용어）
52 たのみます 頼みます 부탁합니다
52 おこします 起こします 일으킵니다 , 깨웁니다
52 ことわります 断ります 거절합니다
52 けいやくしょ 契約書 계약서
52 すうじ 数字 숫자
52 しかります 叱ります 꾸짖습니다 , 혼냅니다
52 チームリーダー 팀장
52 ぶか 部下 부하
52 しんらいします 信頼します 신뢰합니다
52 しりあいます 知り合います 서로 알게 됩니다
52 せんぱい 先輩 선배
52 ライト 라이트 , 전등
52 おこります 怒ります 화를 냅니다
52 しゅうでん 終電 마지막 열차 , 막차
52 まどガラス 窓ガラス 창유리
52 ぶかつ 部活 클럽 활동
52 せんしゅ 選手 선수
52 かちます 勝ちます 이깁니다
52 チャンス 기회
52 りこんします 離婚します 이혼합니다
52 ちゅうし 中止 중지 , 취소
52 せっかく（～のに） 모처럼 （~는데）
52 ヨーロッパ 유럽
52 きぼうします 希望します 희망합니다
52 もちます［じしんを～］ 持ちます［自信を～］ 가집니다［자신을 ~］
52 チャレンジ 도전
52 みかた 味方 자기 편
52 しゃいん 社員 사원
52 おちこみます 落ち込みます 침울해집니다
52 そだてます 育てます 키웁니다
52 あります［ちからが～］ あります［力が～］ 있습니다［힘이 ~］
52 おどろき 驚き 놀라움 , 경악
52 ～てくださいます （‘～てくれます’의 정중한 표현）
52 おかげ お陰 덕분
52 ねびき 値引き 할인
52 かかく 価格 가격
52 かのうせい 可能性 가능성
52 しつれい（な） 失礼（な） 실례이다 , 실례되다
52 しかたがない 仕方がない 어쩔 수가 없다
52 がっかりします 실망합니다



10 ／ 19

53 かご 籠 바구니
53 とちゅう 途中 도중
53 バイク 오토바이
53 ハンドバッグ 핸드백
53 とっていきます 훔쳐 갑니다
53 とります 훔칩니다
53 たたきます 칩니다 , 때립니다
53 まんいん 満員 만원
53 ふみます 踏みます 밟습니다
53 ぬすみます 盗みます 훔칩니다
53 さします［むしが～］ 刺します［虫が～］ 쏩니다 , 뭅니다［벌레가 ~］
53 ぬります 塗ります 바릅니다
53 わるくち 悪口 욕설
53 いや（な） 嫌（な） 싫다
53 いじめます 괴롭힙니다 , 못살게 굽니다
53 ぼうはん 防犯 방범
53 パトロール 패트롤 , 순찰
53 はんにん 犯人 범인
53 ナンバー 차량 번호
53 せわをします 世話をします 돌보다 , 보살피다
53 ちょきん 貯金 저금
53 らいにち 来日 방일 , 일본 방문
53 もくてき 目的 목적
53 ぶんか 文化 문화

53 ふしみいなりたいしゃ 伏見稲荷大社 후시미이나리 대신사（교토시 후시미구에 있는 전
국의 이나리신사를 총괄하는 신사）

53 ぜんこく 全国 전국
53 いなりじんじゃ 稲荷神社 이나리신사（농업의 신을 모신 신사）
53 つくります［じんじゃを～］ 造ります［神社を～］ 건조합니다［신사를 ~］
53 おいなりさん お稲荷さん 오이나리상（이나리신사의 별명）
53 かんこうきゃく 観光客 관광객
53 きょうりゅう 恐竜 공룡
53 はっけんします 発見します 발견합니다
53 あいします 愛します 사랑합니다
53 ウォシュレット 비데 변기
53 ぼうさい 防災 방재
53 おこないます 行います　 실시합니다 , 거행합니다
53 にほんちゃ 日本茶 녹차
53 ちゅうぶちほう 中部地方 주부 지방

53 やまやま 山々 산들 , 산맥（‘々'는 같은 한자를 반복할 때 사용
함）

53 インスタントラーメン 인스턴트 라면
53 はつめいします 発明します 발명합니다
53 かいごロボット 介護ロボット 개호 로봇 , 간병 로봇
53 ゆしゅつします 輸出します 수출합니다
53 でます［こえが～］ 出ます［声が～］ 나옵니다［목소리가 ~］
53 ひゃくとおばんします 110 番します 경찰에 긴급 신고 전화를 겁니다
53 じけん 事件 사건
53 ～けん ～件 ~ 건
53 ちょうかい 町会 동회（‘町内会 ', ‘自治会 '라고도 함）
53 きょうりょく 協力 협력
53 プラモデル 프라모델
54 さんかします 参加します 참가합니다
54 やくいん 役員 임원
54 かいらんばん 回覧板 회람판
54 もうすぐ 곧
54 （お）みこし （신을 모신） 가마
54 ぎもん 疑問 의문
54 アンケート 앙케이트 , 설문조사
54 なぜ 왜
54 にんずう 人数 인원수
54 けっこう 結構 제법
54 にあいます 似合います 어울립니다
54 はねます［くるまがひとを～］ はねます［車が人を～］ 칩니다［차가 사람을 ~］
54 にゅういんちゅう 入院中 입원 중
54 うらやましい 羨ましい 부럽다
54 ～やすい ~기 쉽다 , ~ 기 편하다
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54 ふりがな 振り仮名 후리가나 , 한자 발음 표기
54 ～ぶり ~ 만
54 わかれます 別れます 헤어집니다
54 クッキー 쿠키
54 いじわる（な） 意地悪（な） 심술궂다
54 おとなしい 얌전하다
54 へんかします 変化します 변화합니다
54 ふうせん 風船 풍선
54 ふえます 増えます 늘어납니다 , 불어납니다
54 くも 雲 구름
54 くらべます 比べます 비교합니다
54 へります 減ります 줄어듭니다
54 しゅっさん 出産 출산
54 よていび 予定日 예정일
54 かわきます 乾きます 마릅니다
54 のうそん 農村 농촌
54 たんぼ 田んぼ 논
54 のうぎょう 農業 농업
54 とかい 都会 도시
54 ～まま ~ 채（상태가 변화하지 않음을 나타내는 표현）
54 よびかけます 呼びかけます 호소합니다
54 くらします 暮らします 삽니다 , 생활합니다
54 ひっこします 引っ越します 이사합니다
54 しぜん 自然 자연
54 にんげんかんけい 人間関係 인간관계
54 きょうみ 興味 흥미 , 관심
54 もちます ［きょうみを～］ 持ちます ［興味を～］ 느낍니다［흥미를 ~］
54 けんがく 見学 견학
54 おかげさまで お陰様で 덕분에（감사의 마음을 나타내는 표현）
54 いらっしゃいます （‘行きます’, ‘来ます’, ‘います’의 존경어）
54 よろこんで 喜んで 기꺼이 하겠습니다
54 つうじます 通じます 통합니다
54 ためします 試します 시도합니다
54 スリーディー（３D） 3D, 3 차원 입체 영상

54 レディースデー 레디스 데이（영화관 , 레스토랑 등에서 여성 우대 
서비스를 실시하는 날）

54 ネット 인터넷
54 けんさくします 検索します 검색합니다
55 タブレット 태블릿
55 パスワード 패스워드 , 비밀번호
55 じょうけんけい 条件形 조건형（동사의 활용형）
55 キー 키
55 とります［めんきょを～］ 取ります［免許を～］ 땁니다［면허를 ~］
55 かしだしカード 貸し出しカード 대출 카드
55 こくさいめんきょしょう 国際免許証 국제 면허증
55 きます ［じしんが～］ 来ます ［地震が～］ 일어납니다［지진이 ~］
55 よういします 用意します 준비합니다
55 まほう 魔法 마법 , 마술
55 ごうかくします 合格します 합격합니다
55 ことわざ 속담
55 うれい 憂い 근심 , 걱정
55 かげ 影 그림자
55 アフターサービス 애프터서비스 , A/S
55 くびわ 首輪 （개） 목걸이
55 こいぬ 子犬 강아지
55 こうよう 紅葉 단풍
55 （お）しろ （お）城 성
55 りっぱ（な） 立派（な） 훌륭하다
55 キャッチコピー 캐치카피 , 캐치프레이즈
55 せんでん 宣伝 선전 , 광고
55 スペースキー 스패이스 바
55 うちます［キーを～］ 打ちます［キーを～］ 칩니다［키를 ~］
55 しょうたいします 招待します 초대합니다
55 ぴったり［じかんが～］ ぴったり［時間が～］ 정확히 , 딱［시간이 ~］
55 とまります 泊まります 묵습니다 , 숙박합니다
55 スピーチ 스피치
55 ホームページ 홈페이지
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55 リンクします 링크합니다
55 むり（な） 無理（な） 무리하다
55 やみます ［あめが～］ やみます ［雨が～］ 그칩니다［비가 ~］

55 てるてるぼうず てるてる坊主 데루테루보즈（비가 오지 않기를 기원하여 처마 
밑에 매달아 두는 대머리 인형）

復習 2 ゆか 床 마루
復習 2 あしあと 足跡 발자국
復習 2 つたえます 伝えます 전합니다
復習 2 きく 菊 국화

56 ～ひ ～費 ~비
56 ～だい ～代 ~ 대금 /요금
56 かかります ［おかねが～］ かかります ［お金が～］ 듭니다［돈이 ~］
56 うごきます 動きます 움직입니다 , 작동합니다
56 かためい 形名 모델명
56 サービスセンター 서비스센터
56 かかります ［じかんが～］ かかります ［時間が～］ 걸립니다［시간이 ~］
56 ふくざつ（な） 複雑（な） 복잡하다
56 きかい 機械 기계
56 ヒヨコ 병아리
56 カエル 개구리
56 くさります 腐ります 썩습니다
56 こげます 焦げます 탑니다
56 こげくさい 焦げ臭い 탄내가 나다
56 けいさん 計算 계산
56 みずたまり 水たまり 웅덩이
56 おでこ 이마
56 のこします 残します 남깁니다
56 ブザー 버저
56 ドーン、ドーン 쿵쿵
56 します［おとが～］ します［音が～］ 납니다［소리가 ~］
56 なきます 鳴きます 짓습니다 , 웁니다
56 おおぜい 大勢 많은 사람들
56 わらいごえ 笑い声 웃음소리
56 フィルター 필터
56 ちゅうこしゃ 中古車 중고차
56 しんしゃ 新車 신차 , 새 차
56 ゆうしょう 優勝 우승 
56 さいしん 最新 최신
56 ひとがたロボット 人型ロボット 인간형 로봇 , 휴머노이드
56 にんげん 人間 인간
56 おに 鬼　 귀신 , 악귀
56 ちります 散ります 집니다 , 떨어집니다
56 まるで 마치
56 じょゆう 女優 여배우
56 はで（な） 派手（な） 화려하다
56 センスがいい 센스가 있다
56 うまく 잘
56 オノマトペ 의성어 의태어
56 ガンガンします 욱신욱신합니다（두통이 심함을 나타내는 표현）

56 フラフラします 비슬비슬합니다 , 비트적비트적합니다（몸에 힘이 
나지 않는 상태를 나타내는 표현）

56 チクチクします 따끔거립니다 , 쿡쿡 쑤십니다（통증을 나타내는 
표현 중의 하나）

56 ゾクゾクします 오싹오싹합니다（오한이 나는 증상을 나타내는 표
현）

56 ムカムカします 메슥메슥합니다（구역질이 나는 증상을 나타내는 
표현）

56 はいります［ちからが～］ 入ります［力が～］ 들어갑니다［힘이 ~］
56 はり 針 바늘
56 かなづち 金づち 쇠망치
56 はきけ 吐き気 구역질
56 します［はきけが～］ します［吐き気が～］ 납니다［구역질이 ~］
56 きもちがわるい 気持ちが悪い 몸이 안 좋다 , 속이 거북하다
56 かぜ 風 바람
56 ふきます［かぜが～］ 吹きます［風が～］ 붑니다［바람이 ~］
56 かわります 変わります 바뀝니다
56 おいのりします お祈りします （‘祈ります’의 정중한 표현）
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56 ソフト（な） 부드럽다 , 상냥하다
56 ただいま ただ今 지금
56 たいへん 大変 대단히
56 こみあいます 込み合います 혼잡합니다 , （전화） 통화량이 많습니다
56 しばらくたってから 잠시 후에

56 おかけなおしください おかけ直しください 다시 걸어 주십시오（‘もう一度かけてください’
의 정중한 표현 . 전화 안내에서 사용됨）

56 よびだしおん 呼び出し音 호출음
56 おまたせしました お待たせしました 기다리셨습니다（‘待たせました’의 정중한 표현）
56 たんとう 担当 담당
56 てんめつします 点滅します 점멸합니다 , 깜빡입니다
56 ピカピカ 반짝반짝 , 깜빡깜빡
56 ほしょうきかん 保証期間 보증 기간

56 おもちですか お持ちですか 가지고 계십니까（‘持っていますか’의 정중한 표
현）

56 ぜったいに 絶対に 절대로
56 ～はず ~ㄹ 터 /것
56 のちほど 後ほど 나중에
57 たんにんのせんせい 担任の先生 담임 선생님
57 はなしかけます 話しかけます 말을 겁니다
57 ほうかご 放課後 방과후
57 ドッジボール 피구
57 なわとび 縄跳び 줄넘기
57 うさぎ 토끼
57 ひらきます［みせを～］ 開きます［店を～］ 엽니다［가게를 ~］
57 れんきゅう 連休 연휴
57 めんどうくさい 面倒臭い 귀찮다
57 インドア 인도어 , 실내
57 アウトドア 아웃도어 , 야외
57 ～は ～派 ~파 , ~ 를 선호하는 사람들
57 たいてい 大抵 대개
57 サイクリング 사이클링
57 スノボ 스노보드
57 てんこうせい 転校生 전학생
57 みずぎ 水着 수영복
57 てんきん 転勤 전근
57 たいかい 大会 대회
57 さんすう 算数 산수 , 수학
57 エビフライ 새우 튀김
57 たのみます 頼みます 주문합니다 , 시킵니다
57 とどうふけん 都道府県 도도부현（일본의 광역 지방 자치단체）
57 せかいいさん 世界遺産 세계 유산
57 うちゅうひこうし 宇宙飛行士 우주비행사
57 からあげ 唐揚げ 가라아게（튀김의 일종）
57 しょどう 書道 서도 , 서예
57 けいざい 経済 경제
57 まわります［じてんしゃで～］ 回ります［自転車で～］ 돌아다닙니다［자전거로 ~］
57 かんきょう 環境 환경
57 やさしい［かんきょうに～］ 優しい［環境に～］ 친환경적이다
57 しんぶんしゃ 新聞社 신문사
57 しょくば 職場 직장
57 きにいります 気に入ります 마음에 듭니다
57 きょうとうせんせい 教頭先生 교감 선생님
57 たとえば 例えば 예를 들어
57 かきおわります 書き終わります 다 씁니다
57 あつめます 集めます 모읍니다 , 회수합니다
57 なるほど 과연
57 きんにくつう 筋肉痛 근육통
57 じっか 実家 본가 , 친정
57 ゆきかき 雪かき 눈 치우기
57 ころ 頃 무렵 , 시절
57 （お）てつだい （お）手伝い 도와 줌 , 심부름
58 もちます［ゆめを～］ 持ちます［夢を～］ 가집니다［꿈을 ~］
58 ならいごと 習い事 배우는 일 , 레슨
58 たちば 立場 입장
58 しえき 使役 사역 , 사동（문법 용어）
58 しえきどうし 使役動詞 사역 동사（문법 용어）
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58 かてい 家庭 가정
58 かけざん 掛け算 곱셈
58 くく 九九 구구단

58 れんらくちょう 連絡帳
교사와 학부모 간의 연락 노트 . 학교를 쉴 때 연
락하거나 학교에서의 활동 내용을 보고하는 데 사
용함 .

58 ぜんいん 全員 전원
58 インターンシップ 인턴십
58 あいます［しごとが～］ 合います［仕事が～］ 맞습니다［일이 ~］
58 むかえにいきます 迎えに行きます 마중 나갑니다
58 じゅく 塾 학원
58 バイト 아르바이트
58 ふきます 拭きます 닦습니다
58 きっさてん 喫茶店 찻집 , 커피숍
58 マスター 주인
58 はんたいします 反対します 반대합니다
58 しえきうけみ 使役受身 사역 수동（문법 용어）
58 しんじんかんげいかい 新人歓迎会 신입 사원 환영회
58 にもつはこび 荷物運び 짐 나르기
58 かたこり 肩凝り 어깨 결림
58 ひどい 심하다
58 しんにゅうしゃいん 新入社員 신입 사원
58 けんしゅう 研修 연수 , 교육
58 けいかく 計画 계획
58 いかがでしょうか 어떠십니까（‘どうでしょうか’의 정중한 표현）
58 マナー 매너
58 とりかた［メモの～］ 取り方［メモの～］ 하는 방법［메모를 ~］
58 ほうこく 報告 보고
58 しかた 仕方 방법
58 ぼうねんかい 忘年会 망년회 , 송년회
58 じまんばなし 自慢話 자랑하는 이야기
58 ～きょく ～曲 ~곡（음악을 셀 때 사용하는 조수사）
59 グルメ 미식 , 미식가
59 あかんぼう 赤ん坊 아기
59 さっそく 早速 곧 , 당장
59 ～によると ~에 따르면
59 とほ 徒歩 도보
59 ぶちょう 部長 부장
59 めんかい 面会 면회
59 カレーや カレー屋 카레집
59 やります［みせを～］ やります［店を～］ 경영합니다［가게를 ~］
59 （ご）めんかいのかた （ご）面会の方 면회하러 오신 분（‘面会の人’의 정중한 표현）
59 おかきください お書きください 쓰십시오（‘書いてください’의 정중한 표현）
59 いんしょくぶつ 飲食物 음식물

59 ごそうだんください ご相談ください 상담하십시오 , 문의하십시오（‘相談してください’
의 정중한 표현）

59 びょうしつ 病室 병실
59 ふきだし 吹き出し 말풍선
59 ごしようはごえんりょください ご使用はご遠慮ください 사용은 삼가십시오
59 コーヒーショップ 커피숍
59 ちゅうしゃけん 駐車券 주차권
59 いただきます 頂きます （‘もらいます’의 겸양어）
59 くださいます 下さいます （‘くれます’의 존경어）
59 しゅっさんいわい 出産祝い 출산 축의금 , 출산 축하 선물
59 いないいないばあ 어린이용 그림책의 제목
59 ベビーふく ベビー服 유아복
59 こそだて 子育て 육아
59 おれい お礼 답례
59 ぴったり［サイズが～］ 딱 맞다［사이즈가 ~］ 
59 けいえいします 経営します 경영합니다
59 どなたか （‘だれか’의 정중한 표현）
59 えんそう 演奏 연주
59 しみんか 市民課 시민과（시청에서 주민 등록 등을 담당하는 과）
59 てんにゅうとどけ 転入届 전입 신고（市区町村으로 이사했을 때 하는 신고）
59 きょかします 許可します 허가합니다
59 じょうし 上司 상사
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59 わざわざ 일부러（노고를 아끼지 않고 어떤 목적만을 위하
여 무언가를 하는 모습을 나타내는 표현）

59 だっこします 抱っこします 안습니다
59 いない 以内 이내
59 とどけます［やくしょに～］ 届けます［役所に～］ 신고합니다［관공서에 ~］
59 てつづき 手続き 수속
59 まんかい 満開 만개 , 만발
59 さんせいします 賛成します 찬성합니다
59 とります［ばしょを～］ 取ります［場所を～］ 잡습니다［자리를 ~］
59 ばしょとり 場所取り 자리 잡기
59 デパちか デパ地下 백화점 지하 매장

復習 3 いたまえ 板前 일본 요리 요리사
復習 3 アジ 전갱이
復習 3 うおいちば 魚市場 어시장
復習 3 しんけいしつ（な） 神経質（な） 신경질적이다
復習 3 しょうせつか 小説家 소설가
復習 3 バック 배경

60 りれきしょ 履歴書 이력서
60 しょくひん 食品 식품
60 ゆにゅう 輸入 수입
60 じんじぶ 人事部 인사부
60 せんじつ 先日 요전 , 지난번
60 もの 者 사람（‘人’의 겸양 표현）
60 がいしゅつちゅう 外出中 외출 중
60 しゅっしゃ 出社 출근
60 しょうちします 承知します （‘わかります’의 겸양어）
60 そんけいご 尊敬語 존경어 , 높임말（문법 용어）
60 めうえのひと 目上の人 손윗사람
60 たかめます 高めます 높입니다
60 けんじょうご 謙譲語 겸양어（문법 용어）
60 ひくめます 低めます 낮춥니다
60 とくべつ（な） 特別（な） 특별하다
60 めしあがります 召し上がります （‘食べます’, ‘飲みます’의 존경어）
60 なさいます （‘します’의 존경어）
60 ごらんになります ご覧になります （‘見ます’의 존경어）
60 おっしゃいます （‘言います’의 존경어）
60 ごぞんじです ご存じです （‘知っています’의 존경어）
60 まいります 参ります （‘行きます’, ‘来ます’의 겸양어）
60 おります （‘います’의 겸양어）

60 いただきます 頂きます （‘食べます’, ‘飲みます’, ‘もらいます’의 겸양
어）

60 いたします 致します （‘します’의 겸양어）
60 はいけんします 拝見します （‘見ます’의 겸양어）
60 もうします 申します （‘言います’의 겸양어）
60 ぞんじません 存じません （‘知りません’의 겸양어）

60 うかがいます 伺います （‘訪問します’, ‘聞きます’, ‘質問します’의 겸
양어）

60 おめにかかります お目にかかります （‘会います’의 겸양어）
60 じょうしゃけん 乗車券 승차권
60 やくわり 役割 역할
60 あす 明日 내일
60 しちゃく 試着 입어 봄
60 おいでください 오십시오（‘来てください’의 정중한 표현）
60 かけます 앉습니다
60 えんりょ 遠慮 사양
60 あずかります 預かります 맡습니다
60 ぶひん 部品 부품
60 せいしゃいん 正社員 정사원
60 そうべつかい 送別会 송별회
60 ひらきます［そうべつかいを～］ 開きます［送別会を～］ 엽니다［송별회를 ~］
60 にゅうしゃ 入社 입사

60 ほとんど（～ない） 거의（~ 없다 /~ㄹ 수 없다）（부정어 ‘ない’와 
같이 사용함）

60 はげまします 励まします 격려합니다
60 たからもの 宝物 보물
60 いっしょう 一生 평생
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60 こころから 心から 마음으로부터 , 진심으로
60 しょくいんかいぎ 職員会議 교직원 회의
60 でんごん 伝言 전언
60 くみ 組 반

漢字 1 しょどう 書道 서도 , 서예
漢字 1 しよう 使用 사용
漢字 1 ほどう 歩道 인도
漢字 1 さっきょく 作曲 작곡
漢字 1 くりつ 区立 구립
漢字 1 しりつ 市立 시립
漢字 1 しりつ 私立 사립
漢字 1 こくりつ 国立 국립
漢字 1 さくぶん 作文 작문
漢字 1 ぶんしょう 文章 문장
漢字 1 つれます 連れます 데립니다
漢字 1 せいりします 整理します 정리합니다 
漢字 2 ばいてん 売店 매점
漢字 2 とくばい 特売 세일
漢字 2 さかなや 魚屋 생선 가게
漢字 2 きんぎょ 金魚 금붕어
漢字 2 やきいも 焼き芋 군고구마
漢字 2 ていしょく 定食 정식
漢字 2 ルー 루
漢字 3 ねだん 値段 값 , 가격
漢字 3 こうおん 高温 고온
漢字 3 さいこう 最高 최고
漢字 3 ていおん 低温 저온 
漢字 3 さいてい 最低 최저
漢字 3 さいやすね 最安値 최저가
漢字 3 ちゅうこ 中古 중고
漢字 3 さいこ 最古 최고 , 가장 오래됨
漢字 3 うりきれます 売り切れます 매진됩니다
漢字 4 おもいで 思い出 추억
漢字 4 きこく 帰国 귀국
漢字 4 ふくしゅう 復習 복습
漢字 4 しゅうかん 習慣 습관
漢字 4 ほうそう 放送 방송
漢字 4 そうしん 送信 송신
漢字 4 うまくいきます 잘됩니다
漢字 4 りょかん 旅館 여관
漢字 4 クラシックばんぐみ クラシック番組 클래식 음악 프로그램
漢字 5 てんきよほう 天気予報 일기 예보
漢字 5 おおあめ 大雨 큰비 , 호우
漢字 5 つゆ 梅雨 장마 
漢字 5 きたかぜ 北風 북풍
漢字 5 みなみかぜ 南風 남풍
漢字 5 そら 空 하늘
漢字 5 せきがあきます 席が空きます 자리가 빕니다
漢字 5 くうせき 空席 공석 , 빈자리
漢字 5 かんとうちほう 関東地方 간토 지방
漢字 5 あがります［きおんが～］ 上がります［気温が～］ 오릅니다［기온이 ~］
漢字 6 じゆう 自由 자유
漢字 6 じどうドア 自動ドア 자동문
漢字 6 かいてん 開店 개점
漢字 6 かいし 開始 개시 , 시작
漢字 6 へいてん 閉店 폐점
漢字 6 せん 栓 꼭지
漢字 6 でんどう（じてんしゃ） 電動（自転車） 전동（자전거）
漢字 6 よこ 横 가로
漢字 6 たて 縦 세로
漢字 7 かくえきていしゃ 各駅停車 일반 열차 , 일반 전철
漢字 7 かえりみち 帰り道 귀로 , 돌아가는 길 , 돌아오는 길
漢字 7 じょうしゃ 乗車 승차
漢字 7 ふりだします［あめが～］ 降り出します［雨が～］ 내리기 시작합니다［비가 ~］

漢字 7 かけこみじょうしゃ 駆け込み乗車 승차 다이빙 , 열차 문이 닫힐 때 아슬아슬하게 승
차하려고 하는 일

漢字 7 ゆうせんせき 優先席 교통약자석
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漢字 7 だいく 大工 목수
漢字 7 ホームセンター 홈센터（목공구 등 일상 생활 잡화를 파는 가게）
漢字 7 レンタカー 렌터카
漢字 8 ちこくします 遅刻します 지각합니다
漢字 8 けっせきします 欠席します 결석합니다
漢字 8 こうつうじこ 交通事故 교통사고
漢字 8 ほんしゃ 本社 본사
漢字 8 こくさい 国際 국제
漢字 8 しょうしか 少子化 저출산
漢字 8 こうれいか 高齢化 고령화
漢字 8 もんだい 問題 문제
漢字 9 ちょうなん 長男 장남
漢字 9 たすう 多数 다수
漢字 9 しょうじょ 少女 소녀
漢字 9 しょうねん 少年 소년
漢字 9 しょうすう 少数 소수
漢字 9 じなん 次男 차남
漢字 9 ねんまつ 年末 연말
漢字 9 せきにん 責任 책임
漢字 9 ストレス 스트레스

漢字 10 とち 土地 토지 , 땅
漢字 10 ちほう 地方 지방
漢字 10 かんこうち 観光地 관광지
漢字 10 こころ 心 마음
漢字 10 しんぞう 心臓 심장
漢字 10 あじみ 味見 맛을 봄
漢字 10 しおあじ 塩味 짠맛
漢字 10 ずつう 頭痛 두통
漢字 10 ずじょうちゅうい 頭上注意 머리 조심
漢字 10 ちゅうりんきんし 駐輪禁止 자전거 주차 금지
漢字 10 ちゅうごくちほう 中国地方 주고쿠 지방
漢字 10 しゅじゅつ 手術 수술
漢字 10 げんしりょくはつでん 原子力発電 원자력 발전소
漢字 10 なるべく 가능한 한 , 되도록
漢字 10 あたまがいたい 頭が痛い 골치가 아프다
漢字 10 あたまにきます 頭に来ます 열 받다
漢字 10 あたまがかたい 頭が固い 융통성이 없다
漢字 10 チームワーク 팀워크
漢字 11 いいところ いい所 좋은 곳
漢字 11 ちょうしょ 長所 장점
漢字 11 どうぶつ 動物 동물
漢字 11 しらせます 知らせます 알립니다
漢字 11 しりあいます 知り合います 서로 알게 됩니다
漢字 11 ちしき 知識 지식
漢字 11 つうち 通知 통지
漢字 11 カート 카트
漢字 11 ゼミ 세미나 , 대학의 공동 연구 수업
漢字 11 じむしょ 事務所 사무소
漢字 11 うんどうじょう 運動場 운동장
漢字 11 けんきゅうじょ 研究所 연구소
漢字 11 せんめんじょ 洗面所 세면장
漢字 12 こっき 国旗 국기
漢字 12 あらわします 表します 나타냅니다
漢字 12 なないろのにじ 七色の虹 일곱 가지 빛깔의 무지개
漢字 12 さんしょく 3 色 3 색
漢字 12 はくし 白紙 백지
漢字 12 バラ 장미
漢字 12 おせきはん お赤飯 팥찰밥
漢字 12 せいねん 青年 청년
漢字 12 にあいます 似合います 어울립니다
漢字 12 ばあい 場合 경우
漢字 12 ごうけい 合計 합계
漢字 12 みずたまのシャツ 水玉のシャツ 물방울 무늬의 셔츠
漢字 12 かいごう 会合 모임
漢字 12 ひのまる 日の丸 일장기
漢字 12 おめでたい 경사스럽다
漢字 13 めいあん 明暗 명암
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漢字 13 みょうにち 明日 내일
漢字 13 よみち 夜道 밤길
漢字 13 あんきします 暗記します 암기합니다
漢字 13 ちょうしょく 朝食 아침 식사
漢字 13 やしょく 夜食 야식 , 밤참
漢字 13 ゆうしょく 夕食 저녁 식사
漢字 13 ひとりあるき 一人歩き 혼자서 걸음
漢字 14 はるやすみ 春休み 봄 방학
漢字 14 はるかぜ 春風 봄 바람
漢字 14 しゅんぶんのひ 春分の日 춘분의 날
漢字 14 なつび 夏日 최고 기온이 25 도 이상인 날
漢字 14 しょか 初夏 초여름
漢字 14 あきばれ 秋晴れ 가을의 맑은 날씨
漢字 14 しゅうぶんのひ 秋分の日 추분의 날
漢字 14 とうきオリンピック 冬季オリンピック 동계 올림픽
漢字 14 しゅんかしゅうとう 春夏秋冬 춘하추동
漢字 14 しゅうぎょうしき 終業式 종업식（학교에서 학기가 끝나는 날에 하는 의식）

漢字 14 しぎょうしき 始業式 시업식（학교에서 신학기가 시작되는 날에 하는 
의식）

漢字 14 まなつび 真夏日 최고 기온이 30 도 이상인 날
漢字 14 らく（な） 楽（な） 편하다
漢字 14 みんぞく 民族 민족
漢字 14（お）はかまいり （お）墓参り 성묘
漢字 14 クラシック 클래식
漢字 14 ジャズ 재즈
漢字 14 ヘビーメタル 헤비 메탈
漢字 14 バイオリン 바이올린
漢字 14 フルート 플루트
漢字 14 トランペット 트럼펫
漢字 14 ギター 기타
漢字 14 かきごおり かき氷 빙수

漢字 14（お）せいぼ （お）歳暮 세밑 선물（신세 진 사람에게 연말에 보내는 선
물）

漢字 14（お）ちゅうげん （お）中元 중원 선물（신세 진 사람에게 7 월 초부터 중순까
지 보내는 선물） 

漢字 14 シルバーウイーク 실버위크（9월의 연휴）
漢字 15 たくはいびん 宅配便 택배
漢字 15 あしもと 足元 발밑
漢字 15 こうぶつ 好物 즐겨먹는 음식
漢字 15 かふんしょう 花粉症 꽃가루 알레르기
漢字 15 かびん 花瓶 꽃병
漢字 15（お）ぞうに （お）雑煮 일본식 떡국
漢字 15 はつもうで 初詣　 새해의 첫 참배
漢字 15 ゆうりょう 有料 유료
漢字 15 おちゃ お茶 다도
漢字 15 でんぴょう 伝票 전표
漢字 15 はんこ 判子 도장
漢字 15 サイン 사인
漢字 15 おんせんち 温泉地 온천지
漢字 15 あそびば 遊び場 놀이터
漢字 16 じんこう 人工 인공
漢字 16 ごじゅうおん 五十音 오십음（일본어의 기본 음소를 정리한 체계）
漢字 16 なきごえ 泣き声 울음소리
漢字 16 さくひん 作品 작품
漢字 16 せいひん 製品 제품
漢字 16 かみさま 神様 신
漢字 16 おんがくかい 音楽会 음악회
漢字 16 プログラム 프로그램
漢字 16 バッハ 바흐
漢字 16 はきはきと 똑똑히
漢字 16 たいこ 太鼓 북
漢字 17 こうこう 高校 고등학교
漢字 17 ゆうじん 友人 친구
漢字 17 しんゆう 親友 친한 친구
漢字 17 えいかいわ 英会話 영어 회화
漢字 17 えいこく 英国 영국
漢字 17 きがつよい 気が強い 기가 세다 , 성미가 강하다 , 독하다



19 ／ 19

漢字 17 よてい 予定 예정
漢字 17 ひつじ 羊 양
漢字 17 しゅっせきしゃ 出席者 출석자
漢字 17 じだい 時代 시대
漢字 17 ぎむきょういく 義務教育 의무 교육
漢字 17 こうとうがっこう 高等学校 고등학교
漢字 18 うんきゅう 運休 운휴 , 운행 중단
漢字 18 こうつう 交通 교통
漢字 18 つうがく 通学 통학
漢字 18 つうきん 通勤 통근
漢字 18 かしゅ 歌手 가수
漢字 18 メーデー 메이데이 , 노동절
漢字 18 ダンプカー 덤프트럭
漢字 18 たたみます 畳みます 갭니다
漢字 18 ミュージカル 뮤지컬
漢字 19 しまい 姉妹 자매
漢字 19 さんにんしまい 三人姉妹 세 자매
漢字 19 ふじん 夫人 부인
漢字 19 ふさい 夫妻 부부 , 내외
漢字 19 ふうふ 夫婦 부부 
漢字 19 おおや 大家 집주인
漢字 19 まんがか 漫画家 만화가
漢字 20 せいべつ 性別 성별
漢字 20 がくれき 学歴 학력
漢字 20 しょくれき 職歴 직력 , 직업 경력
漢字 20 ふようかぞく 扶養家族 부양가족
漢字 20 はいぐうしゃ 配偶者 배우자
漢字 20 せいかく 性格 성격
漢字 20 しょくいん 職員 직원
漢字 20 こうむいん 公務員 공무원
漢字 20 したしい 親しい 친하다
漢字 20 せいしき 正式 정식
漢字 20 やりかた やり方 방식
漢字 20 ほうほう 方法 방법
漢字 20 ハローワーク 헬로 워크 , 공공 직업 안정소
漢字 20 みほん 見本 견본 , 샘플
漢字 20 あてな 宛名 받는 사람

漢字 20 ～さまかた ～様方
~ 씨방（우편물을 보낼 때 받는 사람이 타인 집
에 사는 경우에 그 세대주 이름 뒤에 ‘～様方’라
고 쓰고 , 받는 사람 이름 뒤에는 ‘～様’라고 씀）

漢字 20 はけんしゃいん 派遣社員 파견 사원
漢字 20 けいやくしゃいん 契約社員 계약 사원
漢字 20 はけんします 派遣します 파견합니다
漢字 20 はけん 派遣 파견


