
番号 語彙項目 漢字・発音 活用 日本語訳 関連情報

1 가다 行く

2 가르치다 教える

3 가방 カバン

4 가을 秋 -이 오다

5 가족 家族 家族 - 여행

6 감사하다 感謝- <하> ①感謝する　②ありがたい 감사

7 같다 [갇따] ①等しい、同じだ　②～のようだ

8 같이 [가치] ①一緒に　②同様に　③～の様に -하다【共にする】

9 개 犬

10 거기 そこ、そこに

11 것 [걷] ①もの　②こと、～の 거

12 겨울 冬

13 계시다 [-/게-] いらっしゃる(있다の尊敬語)

14 고기 肉、魚

15 고등학교 高等学校 高校 고등학생

16 고맙다 [-따] <ㅂ> ありがたい、ありがとう

17 고양이 猫

18 공부(하) 工夫 勉強

19 공항 空港 空港

20 괜찮다 [-찬타] 構わない、大丈夫だ、平気だ

21 교과서 教科書[-/-꽈-] 教科書

22 교실 教室 教室

23 구 九 ９

24 구두 革靴 -를 신다

25 구월 九月 ９月

26 국 スープ、つゆ、汁 국밥【クッパ】, -을 먹다【スープを飲む】

27 그 ①その　②あの

28 그것 [-걷] ①それ　②あれ 그거

29 금요일 金曜日[그묘-] 金曜日

30 기다리다 待つ

31 기분 気分 気分、気持ち、機嫌

32 김치 キムチ

33 나라 国 우리-

34 날씨 天気、天候 -가 좋다

35 남동생 男同生 弟

36 남자 男子 男、男性 -아이

37 남편 男便 夫 ↔아내

38 내리다 ①おりる、下がる、降る　②下す、下げる ①비가 -

39 내일 来日 明日

40 냉면 冷麺 冷麺

41 넣다 [너타] 入れる 가방에 -

42 네 はい

43 노래(하) 歌

44 노트(하) ノート

45 놀다 <ㄹ> 遊ぶ

46 놓다 [노타] 置く

47 누구 ①誰　②誰か

48 누나
①(弟から見た)姉、姉さん　②(年下の男性が親しい女性に言う)
姉さん、先輩

49 눈① 目 -앞【目の前】

50 눈② 雪 -이 내리다, 오다, -사람【雪だるま】

51 뉴스 ニュース

52 다 ①全て、全部、皆　②ほとんど 모두

53 다리 脚、足 -가 길다

54 다음 次、次の 그 -

55 다음 달 [-딸] 来月、翌月

56 다음 주 [-쭈] 来週、翌週

57 달 ①月　②～月(つき)、～か月

58 대학 大学 ①大学　②学部

59 대학교 大学校[-꾜] 大学、総合大学

60 대학생 大学生[-쌩] 大学生

61 더 もっと、さらに - 많이, - 잘

62 도서관 図書館 図書館

63 돈 お金

64 동생 同生 弟、妹 남(男)-【弟】, 여(女)-【妹】

65 뒤 ①後ろ、後　②裏 ↔앞

66 드라마 ドラマ

67 딸 娘

68 또 ①また、再び　②さらに、その上

69 마시다 飲む 물을 -

70 만나다 ①会う、出会う　②遭遇する、巡り合う

71 많다 [만타] 多い、たくさんある
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72 많이 [마니] 多く、たくさん

73 말 言葉、話、言語、言うこと

74 말하다 [- ～마라-] <하> 言う、話す、しゃべる

75 맛있다 [마싣따/마딛따] おいしい

76 매일 毎日 毎日 -같이【毎日のように】

77 머리 ①頭　②髪

78 먹다 [-따] 食べる、（薬やスープ、お酒などを）飲む

79 메일 メール

80 모르다 <르> 知らない、分からない

81 목요일 木曜日[모교-] 木曜日

82 무슨 ①何の　②何か(の)

83 무엇 [-얻] ①何　②何か 무어, 뭐

84 물 水

85 미안하다
未安-[- ～-아나
-]

<하> すまない

86 밑 [믿] ①下　②底

87 바다 海

88 바지 ズボン -를 입다【ズボンを履く】

89 반갑다 [-따] <ㅂ>
(久しぶりに人に会ったり思いがけず良いことに出会って)嬉しい、
喜ばしい、懐かしい

90 받다 [-따] 受け取る、受ける、もらう

91 밤 夜

92 밥 飯、ご飯

93 방 房 部屋 - 안

94 배 腹、おなか

95 배우다 学ぶ、習う

96 버스 バス -를 타다

97 병원 病院 病院

98 보내다 送る、届ける

99 보다 見る、会う

100 볼펜 ボールペン 펜

101 봄 春

102 불고기 プルコギ、焼肉

103 비 雨  -가 내리다, 오다【雨が降る】

104 비빔밥 [-빱] ビビンバ(混ぜご飯の一つ)

105 비싸다 (値段が)高い ↔싸다

106 비행기 飛行機 飛行機 -를 타다

107 빵 パン -집【パン屋】

108 사 四 ４

109 사다 買う

110 사람 人

111 사랑(하) 愛、恋

112 사월 四月 4月

113 사진 写真 写真

114 산 山 山

115 살다 <ㄹ> 生きる、住む、暮らす

116 삼 三 ３

117 삼월 三月[사뭘] ３月

118 생일 生日 誕生日

119 서울 ソウル

120 선물(하) 膳物 プレゼント、お土産

121 선생[님] 先生[-] ①先生　②～さん

122 손 手 -발

123 수업(하) 授業 授業 - 시간

124 수요일 水曜日 水曜日

125 숙제(하) 宿題[-쩨] 宿題

126 술 酒

127 스마트폰 スマートフォン

128 스포츠 スポーツ

129 시간 時間 ①時間、時刻　②～時間

130 시계 時計[-/-게] 時計

131 시디 ＣＤ

132 시월 十月 10月

133 시장 市場 市場、マーケット

134 시험(하) 試験 試験、テスト -(을) 보다【試験を受ける】

135 식당 食堂[-땅] 食堂

136 식사(하) 食事[-싸] 食事

137 신다 [-따] 履く 신발을 -

138 신문 新聞 新聞

139 신발 履き物、靴 -을 신다

140 십 十 10

141 십이월 十二月[시비-] 12月
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142 십일월 十一月[시비뤌] 11月

143 싸다 安い ↔비싸다

144 씨 氏 ～さん、～氏

145 아내 妻、家内 ↔남편

146 아니다 ①違う　②(～では)ない

147 아뇨 いいえ 아니요

148 아들 息子、せがれ

149 아버지 父、お父さん

150 아이 子供

151 아저씨 (血縁関係でない)おじさん、お兄さん

152 아주 ①とても、非常に　②完全に、すっかり

153 아주머니 （血縁関係でない）おばさん

154 아침 ①朝　②朝食

155 아파트 マンション

156 아프다 <으> 痛い、(体の)具合が悪い

157 안 中、内

158 안녕하다 安寧- <하> 元気だ、無事だ

159 알다 <ㄹ> ①知る、知っている、分かる、理解する　②わきまえる、判断する ↔모르다

160 앞 [압] ①前　②今後、先、将来 ①-뒤

161 야구 野球 野球

162 약 薬 薬 눈-【目薬】, -을　먹다【薬を飲む】

163 어디 ①どこ(に)　②どこか(に)

164 어머니 母、お母さん

165 어제 昨日

166 언니
①(妹から見た)姉、姉さん　②(年下の女性が親しい女性に言う)
姉さん、先輩

167 언제 ①いつ　②いつか

168 얼마 ①いくら(値段、量)　②いくらか

169 없다 [업따] ない、いない ↔있다

170 여기 ここ、ここに

171 여동생 女同生 妹

172 여름 夏

173 여자 女子 女、女性 -아이

174 여행(하) 旅行 旅行 -을 가다

175 역 駅 駅 지하철-

176 영어 英語 英語

177 영화 映画 映画

178 옆 [엽] 横、そば、隣 -집

179 예 はい

180 오 五 ５

181 오늘 今日

182 오다 ①来る　②(雨が)降る　③帰ってくる ②비가 -　③집에 -

183 오빠
①(妹からみた)兄、兄さん　②(年下の女性が親しい男性に言う)
兄さん、先輩

184 오월 五月 ５月

185 옷 [옫] 服 -을 입다

186 요리(되,하) 料理 料理 - 교실

187 요일 曜日 曜日 무슨 요일【何曜日】

188 우리 ①私たち　②私たちの　③私の、うちの

189 우리나라 わが国

190 우산 雨傘 傘、雨傘

191 우유 牛乳 牛乳

192 운동(하) 運動 運動

193 월요일 月曜日[워료-] 月曜日

194 위 上、上の方、上部

195 유월 六月 ６月

196 육 六 6

197 은행 銀行[- ～으냉] 銀行

198 음악 音楽[으막] 音楽

199 의사 医師 医者、医師

200 의자 椅子 椅子

201 이① 二 ２

202 이② この

203 이것 [-걷] これ

204 이다 ～だ、～である

205 이름 名前、名称

206 이번 -番 今回 -에【今度、この度】

207 이번 달 ［-딸］ 今月

208 이번 주 ［-쭈］ 今週

209 이월 二月 2月

210 일 一 １

211 일본 日本 日本
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212 일본말 日本- 日本語

213 일본 사람 日本- 日本人

214 일본어 日本語[-보너] 日本語 일어, 일본말

215 일요일 日曜日[이료-] 日曜日

216 일월 一月[이뤌] 1月

217 일하다 [- ～이라-] <하> 働く、仕事をする

218 읽다 [익따] 読む

219 입 口

220 입다 [-따] 着る

221 있다 [읻따] ①ある　②いる ②계시다

222 작다 [-따] ①小さい　②(背が)低い ②키가 -

223 잘
①立派に、上手に、うまく　②詳しく、十分に　③無事に　④よく、
しばしば　⑤正しく　⑥よろしく ③- 있다【元気だ】

224 재미없다 [-업따] つまらない、面白くない

225 재미있다 [-읻따] 面白い、興味がある

226 저① ①私、わたくし　②自分

227 저② あの

228 저것 [-걷] あれ

229 저기 あそこ、あそこに

230 전철 電鉄 電車 -역(駅), <南>地下鉄の意味も

231 전화(하) 電話[- ～저놔] 電話 -가 오다,  -를 받다

232 정말 正- ①本当　②本当に

233 제 ①わたくし(の)　②わたくし(が)　③自分(の)　④自分(が)

234 좋다 [조타] 良い、好きだ

235 좋아하다 [조-] <하> ①好む、好きだ　②喜ぶ

236 죄송하다 罪悚- <하> 恐縮だ、申し訳ない

237 주 週 ①週　②～週

238 주다 ①あげる、やる　②くれる　③与える　④(お金を)出す

239 주말 週末 週末

240 주스 ジュース

241 지금 只今 今、ただ今

242 지하철 地下鉄 地下鉄 -역(駅), -을 타다

243 집 ①家　②家庭　③店

244 차① 車 車、自動車

245 차② 茶 お茶

246 책 冊 本、書物

247 책상 冊床[-쌍] 机、デスク

248 축구 蹴球[-꾸] サッカー

249 축하(하) 祝賀[추카] 祝賀、祝い

250 취미 趣味 ①趣味　②興味　③好み

251 치마 ①チマ(女性の民族衣裳)　②スカート

252 친구 親旧 友達

253 칠 七 ７

254 칠월 七月[치뤌] ７月

255 커피 コーヒー

256 컴퓨터 コンピュータ

257 코 鼻

258 타다 ①乗る　②(スキーなどで)滑る　③乗じる

259 택시 [-씨] タクシー

260 텔레비전 テレビ

261 토요일 土曜日 土曜日

262 팔① 腕

263 팔② 八 ８

264 팔다 <ㄹ> 売る

265 팔월 八月[파뤌] ８月

266 하나 ①一つ　②一人　③１

267 하다 <하> ①する　②～と言う　③～と思う

268 학교 学校[-꾜] 学校

269 학생 学生[-쌩] 学生、生徒、児童

270 한국 韓国 韓国

271 한국말 韓国-[-궁-] 韓国語

272 한국 사람 韓国-[-싸-] 韓国人

273 한국어 韓国語[-구거] 韓国語

274 한글 ハングル(朝鮮半島の固有の文字)

275 할머니 おばあさん

276 할아버지 [하라-] おじいさん

277 형 兄
①(弟から見た)兄、兄さん　②(年下の男性が親しい男性に言う)
兄さん、先輩

278 호텔 ホテル

279 화요일 火曜日 火曜日

280 화장실 化粧室 化粧室、トイレ

281 회사 会社 会社


