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・	毎時間、授業の開始前に、課題として指定されたものを提出すること。 

・	下線部を漢字練習用紙に書いて、ふりがなを付けること。 

・	鉛筆で丁寧に書くこと。乱暴な文字で書いてある場合、宿題を受け取らな

い場合もある。 

・	黒の鉛筆あるいはシャープペンシルで書くこと。ボールペンは不可。 
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１．「日本語と漢字」課題提出に関する注意 
 

・	名前も漢字で書くこと 

 字体は韓国の漢字でよい。固有語名はカタカナで書くこと。 

 

・	丁寧に書くこと 

 いいかげんに書いた字は線ですぐわかる。 

 あまりにひどいものは減点の対象とする。 

 まして授業中に急いで宿題を済ませて提出するなど、もってのほか。 

 

・	鉛筆で書くこと 

黒の鉛筆もしくはシャープペンシルで書くこと。 

ボールペンやサインペン、色鉛筆等は不可。 

 まるで小学生の宿題のようだが、日本で小中学生がやっていることをして

いるのである。 

 

・	授業の開始時に課題（宿題）を提出すること 

 宿題がある授業では、往々にして宿題を授業中にする学生がいるが、授業

にも宿題にも身が入らず、学習として意味がない。 

 必ず前日のうちに済ませ、授業の最初に提出すること。 

 万が一遅刻した場合は、教室に入ってすぐにノートを提出すること。 

 

・	欠席の時には次の時間に必ず前回分も提出すること 

 様々な理由で欠席することが考えられるが、いかなる場合にも、次に出席

する時に、欠席したときの分の宿題もまとめて提出すること。 

 

・	まず漢字を書くことに慣れる 

 韓国人学生は漢字を書くことに慣れていない。現代生活ではワープロなど

の普及により漢字を書く必要性は薄れているが、日本においては実生活では

「手書き文字＞印刷文字」という感覚がまだまだある。 

 漢字を１つのまとまった文字としてとらえ、何度も書いて「漢字」という

感覚をつかむことは、テキストを何度も音読したり、体当たりで会話をした

りするのと同じで、日本語を「体で覚える」ための１つのステップである。 

 つまらなく苦痛に感じるかもしれないが、これも１つの勉強である。 

 

 



２．漢字の書き方のポイント 
 

(1) 線の間隔は同じくらいにする。 

 三 書 田 曲 
同じ形のパーツは左・上を小さめに、右・下を大きめに 

 林 炎 唱 羽  
 

(2) カタカナは基本的に漢字のパーツ。 

カタカナが正確に書ければ漢字も書ける。 
 

イ：体夜借賃待術 エ：工空左江尋 

オ：才材財 カ：力男動功賀 

ク：久角魚急鮮 ケ：筆答 コ：己暇 

ソ：半光前弟 タ：夕多名 チ：笑 

ツ：学労挙単桜 ト：外 ナ：左友 

ニ：二仁芸 ヌ：双 ネ：礼社神 ノ：千季

老(左払いすべて) ハ：六貝具父谷 

フ：水永発 マ：令通勇 

ム：私糸会台公室 メ：気希殺 

ユ：緑縁 ヨ：当雪寝曜 リ：帰班 

レ：衣長食（右向きのはね） ロ：口右足品器 

ン：冷病録 
 

※部首の一部となっているため形がやや変わっているが基本的に同じもの 

ウ：宇賞 サ：花草芸 シ：海洋 

ワ：写売覚  
 

 



※カタカナと漢字のパーツが似ているが少し違うもの 

キ：青 セ：七 ト：店占 ヌ：又奴怪 

ハ：八 ヒ：化比北 ホ：茶 モ：毛宅 

ラ：今 ル：衣見児 
 

(3) ハングルにはない字画に注意する。 

はね：丁宇可元成心必刀毎 

そり（必ず「はね」を伴う）：子手汽機械忘 

右払い：人木来春承道 

 

(4) その他 

下から２番目の横画から線が分かれる（上に出る）：分かれない（出ない） 

春奉奏泰巻券勝騰謄藤：送関朕 
  



３．書き順の原則 

 

書き順（筆順）は、無駄な力を使わず、きれいに書くためのものです。ここに示したの

はあくまで原則で、実際にはいろいろな書き方があるもの、書き方を１つに決められない

もの、日本と韓国や中国で書き順に違いがあるものがあります。必ず守らなければならな

いものではありません。 

ただし、線は必ず「上→下」「左→右」となります。この原則に従えない「左はらい（ノ）」

は、「右上→左下」です。また「はね（亅・乚など）」の場合に限り、線が下→上に向かい

ます。 

 

大原則１：上から下へ  

大原則２：左から右へ 

 

基本 1：原則的に縦より横を先に書く（十・土・井など） 

 細則 1-1：横を後に書く場合（田・王・至など） 

基本 2：原則的に外側より中を先に書く（小・水など） 

 細則 2-1：中を後に書く場合（忄(りっしんべん)・火など） 

基本 3：原則的に外側の囲みから書く（同・間・広・司など） 

 細則 3-1：囲みを閉じて終わる場合（日・国など） 

 細則 3-2：L 型は後に書く（直・医など） 

基本 4：左払いと右払いが接したり交差する場合、左はらいを先に書く 

 （入・父・文など） 

基本 5-1：原則的に貫く線は最後に書く（女・子・中・干など） 

 細則 5-1-1：貫く線を最初に書く場合（世など、基本１に従う） 

基本 5-2：上にも下にも突き抜けない縦線は、上部・縦線・下部の順に書く 

 （工・里など） 

基本 6-1：横線が長く、左払いの線が短い字は、左はらいから書く 

 （右・布など） 

基本 6-2：横線が短く、左払いの線が長い字は、横線から書く 

 （左・友など） 

基本 6-3：「力」及びその類似形は、左はらいを後に書く（刀・万・別など） 

 細則 6-3-1：上の例外（九・秀・及など） 

基本 7-1：しんにゅう・えんにょうは後に書く（近・建など） 

基本 7-2：左が大きめの「にょう」は先に書く（処・起・勉・題など）  



４．同じ漢字の違う字形 
 

本来の字と、他の字の一部分とで、形が変わる漢字はいくつもあります。 
また、書体デザインにより字の形が変わるものも少なくありません。これらはどちらを

書いても間違いではありませんが、漢字を指導する際は教科書体の字体を基準にします。 
 
(1) 字画の一部になると形が変わる字 

木：柱松相 禾：科種秋 米：粉粘精 
火：煙燃炊 女：始嫁好 舟：船般航 
牛：特物牧 土：地坂城 王：理球現 
金：銀鉄鏡 圭：掛街 豆喜：鼓樹 
里：野 重：動 食：飯飼飲 良：朗 
竹：答箱管 耳：聴聞恥 穴：空突窓 
足：路踏踊 羽：曜濯 水：泰藤 
 
(2) 教科書体と明朝体で形や字画に差異がある例 

人 入 八 糸 北 令 衣 法 切 返 節 均 備 

人 入 八 糸 北 令 衣 法 切 返 節 均 備 
 

(3) 教科書体と楷書体で形や字画に差異がある例 

経 天 習 見  旅 環 派 冬  

経 天 習 見  旅 環 派 冬（韓国の楷書体） 



５．似ている漢字字画の区別 
 
①「ヨ」と「⺕」：縦線が通る場合は右に突き抜け、そうでなければ「ヨ」。 

当急雪帰寝尋曜：事筆康粛妻君争兼 
②「ツ」と「⺌」：「尚」「肖」「𧴪」が部品になる字は「⺌(中から書く)」。 

賞常党当(←當)消宵鎖：学覚単巣労栄挙誉桜 
③「夂」と「攵」：「つくり」になるものは「攵」 

夏条処愛各後：攻改敗救数敵弊厳務修 
④「⺀」と「冫」：基本的に文字の下にあるものは「⺀」。 

冬寒終：冷凍 
⑤「母」と「毋」：「母」以外全て「毋」、なお「貫」の上部はどちらとも違う。 

母：毎海梅悔侮毒：貫慣 

⑥「専」と「尃」など：音で区別（ハ、バ行子音ㅂㅍなら右上に点を打つ）。 

専恵：博薄簿敷 

⑦「亅」のそりの有無：「子」「手」などは縦線が右に湾曲すると姿勢が良い。 

了子手承家象独(けものへん)：予矛事 
⑧「艮」と「良」：音で区別（ラ行で始まる音なら上に点がある）。 

即郷既眼限根銀：郎朗浪（娘(例外)） 
⑨「易」と「昜」：韻が「オウ(ヨウ) 앙(양)」ならば「昜」。 

易賜：陽湯揚腸 
⑩「氏」と「氐」：「テイ저」と読む場合は「氐」	

紙：低底邸 
⑪「彔」と「彖」  ⑫「堇」と「𦰩」：「キン근」は「堇」 

緑録剥(剝)：縁 勤謹：漢難 



同音異義語 

日本語能力試験１級までの語彙に現れる熟語の同音異義語を集めました。 

なお一部、漢字１文字の言葉も混じっています（同音異義の熟語が複数ある場合のみ）。 

 

１．イガイ 

・以外 ~이외, ~밖(에) 

彼以外にこんな予想外のことができる人間はいない。  

・意外 의외(~하다, ~로) 

 意識調査の意外な結果に驚きました。 意外においしい。 意外性。 

 

２．イギ 

・意義 의의, 뜻 

 オリンピックは参加することに意義がある。 意義深い発見。 

・異議 이의 

 判定結果に異議を唱える。 異議なし！ 

 

３．イケン 

・意見 의견 

 ご意見のある方は遠慮なくおっしゃってください。 参考意見。 

・異見 이견, 다른 의견  ※「意見」を使うことも多い。 

 相手側の提案に異見を述べる。 息子に異見する。 ご異見番。 

 

４．イコウ 

・以降 이후  ※「以後」は「いご」。 

 来週以降は受け付けませんので注意してください。 

・意向 의향 

 社長は来週にも辞職する意向だ。 相手の意向を尊重する。 

・移行 이행 

 新制度に移行してからの混乱が激しい。 移行期間。 

 

５．イシ  

・医師 의사 (의료를 하는 사격을 가지는 사람, 의사 선생님) 

 医師の資格を取る。 歯科医師。 医師法。 

・意思 의사 

 相手の意思を確認する。 意思疎通。 

・意志 의지, 뜻  ※「意志」と「意思」はしばしば混同される。 

 意志が弱くて周囲に左右されがちだ。 自由意志。 意志堅固。 



・石 돌 

 石を投げる。 石のお地蔵さま。 軽石。 

 

６．イジ 

・維持 유지 

 与党が今の勢いを維持するのは難しいだろう。 現状維持。 

・意地 고집, 오기, 심울, 욕심 

 意地を張る。 男の意地。 意地悪。 意地汚い。 

 

７．イジョウ 

・以上 이상 

 これ以上我慢できない。 私の発表は以上です。 

・異常 이상(하다) 

 コンピュータが異常な音をたてて壊れた。 システム異常。 

 

８．イゼン 

・以前 이전, ~ 전 

 以前はもっとなごやかな雰囲気だった。 議論以前の問題。 

・依然 의전, 여전 

 引退後も依然として権力を握っていた。 旧態依然。 

 

９．イッタイ 

・一体 ①도대체 ②일체, 동체 

 ①一体何があったんだ!?  ②官民一体で事業を進める。 一体化。 

・一帯 일대, 일원 

 火事で一帯が火の海になった。 この辺一帯。 

 

10．イド 

・井戸 우물 

 井戸水を汲む。 井戸をのぞき込む。 古井戸。 

・緯度 위도 

 ソウルの緯度は仙台よりやや南だ。 高緯度地域。 緯度と経度。 

 

11．イドウ 

・異動 이동 (식장내에서 식위나 근무지 등이 변경함) 

 先日の異動で庶務課に配置換えになった。 定期異動。 

・移動 이동 



 ここは寒いから場所を移動しましょう。 高速移動。 移動距離。 

 

12．イライ 

・以来 이래, 이후 

 大学を卒業して以来、山下には一度も会っていない。  昨年以来。 

・依頼 의뢰, 부탁 

 原稿の執筆を依頼される。 ご依頼にはなるべくお応えします。 

 

13．イリョウ 

・衣料 의료; 의복의 재료 

 デパートの衣料品売り場。 

・医療 의료 

 大津波の被災地では医療品が不足している。 医療の充実。 

 

14．エイセイ 

・衛生 위생 

 汚い手で食事をするのは衛生的ではない。 衛生管理。 都市衛生。 

・衛星 위성 

 人工衛星の打ち上げにやっと成功した。 木星の衛星。 

 

15．エンシュウ 

・円周 원주, 원둘레 

 円周の長さを計算する。 円周率。 

・演習 연습 

 日米韓３国の海軍が合同で軍事演習を行なう。 演習で発表する。 

 

16．カイシュウ 

・回収 회수 

 週に３回ゴミを回収する。 回収不能。 

・改修 개수, 수리 

 体育館が古くなったので改修しなければならない。 改修工事。 

 

17．カイセイ 

・改正 개정 

 時代に合うように法律を改正する。 改正労働基準法。 憲法改正。 

・快晴 쾌청 

 空は雲一つない快晴で、遠足にはうってつけの天気だ。  



18．カイソウ 

・回送 회송 

 引っ越し先に郵便物を回送してもらう。 回送電車。 

・階層 계층 

 ウェブサイトの階層構造はわかりやすい方が良い。 社会階層。 階層分化。 

 

19．カイダン 

・階段 계단, 층계, 층층대 

 ビルの階段を昇る。 非常階段。 階段教室。 

・会談 회담 

 総理大臣と大統領が会談を行なった。 首脳会談。 両社代表が会談する。 

 

20．カイテイ 

・改定 개정 

 地下鉄の運賃を改定する。 法律の改定。 

・改訂 개정, 수정 

 教科書の改訂をする。 改訂第３版。 

  ※本には「改訂」、法律や規定には「改定」を使う。 

 

21．カイトウ 

・解答 해답 

 クイズの解答は来月号に載ります。 解答例。 模範解答。 

・回答 회답 

 製品の不具合について問い合わせたが回答がない。 アンケートに回答する。 

 

22．ガイトウ 

・該当 해당 

 該当する項目に○を付けてください。 該当品目の販売を中止する。 

・街頭 가두, 길거리, 노상 

 街頭でお店のチラシを配る。 街頭販売。 

 

23．カイホウ 

・解放 해방 

 週末には仕事から解放されてのんびりしたいね。 人質解放。 

・開放 개방 

 地域の住民のために休日にも校庭を開放する。 開放的な空間。 

・介抱 간호, 간병, 병구완 



 熱を出した子供を懸命に介抱する。 手厚い介抱のおかげで大事にならなかった。 

 

24．カイロ 

・回路 회로 

 故障の原因が電気回路の不具合だと判明した。 回路図。 

・海路 해로, 뱃길 

 待てば海路の日和（ひより）あり。 海路図。 

 

25．カガク 

・科学 과학 

 科学的にこの問題を解明しなければならない。 人文科学。 科学者。 

・化学 화학 

 私たちの身の回りでは多くの化学製品が使われている。 化学反応。 有機化学。 

 

26．カクシン 

・革新 혁신 

 革新的なアイデアが提案された。 革新政党。 

・確信 확신 

 彼はその事件に関係がないと確信している。 確信犯。 

・核心 핵심 

 事件の核心に迫る取材。 核心をつく。 核心部分。 

 

27．カクリツ 

・確率 확률 

 明日雨が降る確率は 20％でしょう。 確率論。 地震の発生確率。 

・確立 확립 

 店の評判を確立するまでには相当の苦労をした。 

 

28．カコウ 

・火口 화구 

 富士山の頂上から火口を見下ろす。 火山の新火口。 火口湖。 

・加工 가공 

 プラスチックを加工していろいろな製品を作る。 加工品。 熱加工。 

・下降 하강, 내려옴 

 人気がどんどん下降している。 下降線。 急下降。 

 

 



29．カジ 

・火事 화재, 불 

 ゆうべの火事で３軒の家が全焼した。 山火事。 火事見舞い。 

・家事 가사, 집안 일 

 家事は一通りこなせる。 家事手伝い。 

 

30．カセン 

・河川 하천 

 大雨のときには河川の近くに行ってはいけない。 河川敷。 一級河川。 

・下線 밑줄 

 重要な部分に下線を引く。 下線部分を訳しなさい。 

・化繊 화섬, 화학 섬유  ※「化学繊維」の略語。 

 化繊のセーターなので静電気が起こりやすい。  

 

31．カッキ 

・活気 활기 

 町にふたたび活気があふれてきた。 活気ある集団。 

・画期 획기 

 あの先生はいままでにいくつも画期的な発明をしてきた。 時代の画期。 

 

32．ガッキ 

・楽器 악기 

 この楽器は手入れを怠るとすぐに音が悪くなってしまう。 金管楽器。 

・学期 학기 

 学期の始めに学生の意識を調査する。 １学期。 学期末。 

 

33．カテイ 

・課程 과정 

 教職課程のための授業を取りたい。 博士課程。 

・過程 과정, 프로세스 

 製造の過程を詳しく紹介する。 成長過程。 

・家庭 가정 

 温かい家庭を２人で作っていこうと思っています。 家庭的な雰囲気。 

・仮定 가정(한다) 

 この商品１個が 100 円と仮定して計算してみる。 仮定形。 仮定の話。 

 

 



34．カンカク 

・感覚 감각 

 寒さで手足の感覚がなくなりそうだ。 感覚的にわかる。 

・間隔 간격 

 隣と十分な間隔をとって座る。 等間隔。 

 

35．カンゴ 

・漢語 한어, 한자어 

 漢語を使いすぎた文章は読みにくい。 中古漢語。 

・看護 간호 

 寝ずに病人の看護をする。 看護師。 完全看護。 

 

36．カンコウ 

・観光 관광 

 出張で来たついでに街の名所を観光する。 観光旅行。 

・刊行 간행, 발행 

 今までに書いた論文を本にまとめて刊行した。 定期刊行物。 

・慣行 관행, 관례 

 業界の慣行を無視した彼のふるまいには賛否両論だ。 商慣行。 

 

37．カンシュウ 

・慣習 관습 

 昔からの慣習に従って儀式を行う。 慣習法。 

・観衆 관중 

 スター選手の活躍に観衆は大喜びである。 あふれんばかりの大観衆。 

 

38．カンショウ 

・鑑賞 감상 

 美術館で有名な作品を鑑賞する。 音楽鑑賞。 観賞用植物。 

・干渉 간섭, 참견 

 他人の生活にいちいち干渉してくる。 電波の干渉。 

 

39．カンジョウ 

・感情 감정 

 感情をあらわにして怒る。 感情的反発。 

・勘定 계산, 셈 

 今日の売り上げを勘定する。 お勘定お願いします。 勘定奉行。 



40．カンシン 

・関心 관심 

 そのニュースには多くの人々が関心を持った。 関心の的。 

・感心 감심, 감탄, 기특함 

 彼のスピーチのうまさに感心する。 親孝行で感心な子だ。  

 

41．カンセイ 

・完成 완성 

 半年かかってようやく新しい家が完成した。 完成形。 

・歓声 환성 

 チームの勝利に思わず歓声を上げる。 割れんばかりの大歓声。 

 

42．カンセン 

・感染 감염 

 インフルエンザに感染して高熱を出した。 感染性胃腸炎。 

・幹線 간선 

 幹線道路が事故で渋滞していた。 新幹線。 

 

43．カンソウ 

・乾燥 건조 

 空気がからからに乾燥している。 乾燥剤。 自然乾燥。 

・感想 감상 

 今日見た映画の感想を日記に書く。 感想文。 

 

44．カンヨウ 

・寛容 관용(하다) 

 寛容な心の持ち主。 不寛容。 

・慣用 관용(한다) 

 「消耗」は慣用的に「しょうもう」と読む。 慣用句。  

 

45．カンリョウ 

・完了 완료, 완전히 마치다 

 点検作業が完了したことを報告する。 完了形。 任務完了。 

・官僚 관료 

 国会議員は官僚の意見ばかり聞いていれば良いものではない。 官僚的答弁。 

 

 



46．カンワ 

・緩和 완화 

 応募条件が大幅に緩和された。 神経痛を緩和する薬。 規制緩和。 

・漢和 한화, 한어와 일본어 

 漢和辞典を引いてわからない字を調べる。  ※漢和辞典：일본어 옥편 

 

47．キカイ 

・機会 기회 

 今回の会合は向こうの情報を知る良い機会だ。 機会主義。 

・機械 기계 

 小さい頃から機械をいじくるのが好きだった。 工作機械。 

・器械 기계   ※しばしば小型機械や道具類を「器械」と書いて区別する。 

 器械体操の中でも鉄棒が得意だ。 

 

48．キカク 

・企画 기획 

 みんなが驚くような企画を考えています。 事業を企画する。 

・規格 규격 

 規格に合わない製品は検査で全部見つけねばならない。 規格品。 

 

49．キカン 

・期間 기간 

 募集期間に間に合わず、やむなく応募を断念した。 期間延長。 

・機関 기관 

 近くの金融機関で公共料金を支払う。 機関車に乗る。 機関誌。 

・季刊 계간 

 この雑誌は季刊だったが来月から月刊になる。 季刊誌。 

・器官 기관 (생물의) 

 消化器官が弱くてすぐにおなかを壊してしまう。 聴覚器官。 

 

50．キケン 

・危険 위험 

 危険なので近づいてはいけません。 危険を顧みない。 危険区域。 

・棄権 기권 

 投票を棄権する。 けがのため競技を棄権した。 

 

 



51．キゲン 

・期限 기한 

 完成品を納入する期限が明日に迫っている。 期限内に仕上げる。 

・起源 기원 

 人類の起源を探る壮大なプロジェクト。  

・機嫌 기분, 비위 ※「気嫌」と書くのは誤りとされる。 

 今日はなんだか祖父の機嫌がいい。 機嫌を直す。 上司の機嫌をとる。 

 

52．キコウ 

・気候 기후 

 ここは気候が良いので病気療養にはうってつけだ。 温暖な気候。 

・機構 기구 

 私の友人は日本貿易機構で仕事をしている。 機構改革。 

 

53．キジ 

・記事 기사 

 新聞の記事には隅から隅まで目を通す。 三面記事。 

・生地 ①옷감, 천 ②(가루)반죽 

 ①肌ざわりの良い生地。 ②うどんの生地をこねる。 

 

54．キシャ 

・記者 기자 

 新聞記者になるのが夢だった。 記者会見。 番記者。 

・汽車 기차 

 黒い煙を吐いて汽車が街を走り抜けていく。 汽車ぽっぽ。 

 

55．キショウ 

・起床 기상, 일어남 

 毎朝７時半に起床する。 起床時間。 

・気象 기상, 날씨의 상태 

 朝起きたら必ず気象情報をチェックする。 気象庁。 

・気性 기질, 천성, 타고난 성질 

 港町の人間は気性が荒い。 負けん気な気性。 

 

56．キタイ 

・期待 기대 

 良い知らせを期待する。 次に期待。 将来に期待を持つ。 期待の新人。 



・気体 기체 

 風船の中の気体が抜けてしぼんでゆく。 理想気体と実在気体。 

 

57．キノウ 

・昨日 어제, 어저께 

 昨日からずっと連絡を待っているのだが。  

・機能 기능 

 最近の携帯電話にはさまざまな機能が付いている。 機能制限。 

 

58．キュウコウ 

・急行 급행, 급히 감 

 急行列車に乗る。 事故現場にパトカーが急行する。 

・休講 휴강 

 先生が急病のため今日の授業は休講です。 出張で月曜は休講する。 

 

59．キュウソク 

・休息 휴식, 잠깐 쉼 

 休日には十分な休息を取りましょう。 ここらで少し休息しよう。 

・急速 급속 

 患者の容態が急速に悪化した。 急速解凍。 

 

60．キュウリョウ 

・給料 급료, 봉급 

 会社に入ってからはじめての給料をもらった。 給料袋。 

・丘陵 구릉, 언덕 

 林や集落がまばらにある丘陵地帯。 多摩丘陵。 

 

61．キョウカ 

・強化 강화 

 トレーニングで基礎的な体力を強化する。 機能強化。 

・教科 교과 

 国語・数学・理科・社会・英語の５教科。 教科書。 

 

62．キョウカイ 

・協会 협회 

 NHK の正式名称は日本放送協会です。 協会の方針。 日本気象協会。 

・教会 교회 



 毎週日曜日には教会へ行く。 プロテスタント教会。 

・境界 경계 

 この木とあの木を結んだ線が隣の土地との境界だ。 境界線。 

 

63．キョウギ 

・競技 경기 

 陸上競技の大会に出場する。 十種競技。 

・協議 협의 

 この問題については委員会で徹底的に協議する必要がある。 多国間協議。 

 

64．キョウジュ 

・教授 교수, 가르침 

 後藤教授のゼミに参加する。 書道を教授する。 

・享受 향수, 받아들여 누림 

 国民には健康で文化的な生活を享受する権利がある。 

 

65．キョウシュウ 

・教習 교습 

 自動車の免許を取るための教習を受ける。 路上教習車。 

・郷愁 향수, 노스탤지어 

 郷愁を覚える風景。 

 

66．キョウチョウ 

・協調 협조 

 わがままで協調性のない性格。 両社で協調して事業にあたる。 

・強調 강조 

 悪意のないことを強調する。 強調表現。 

 

67．キョウリョク 

・協力 협력 

 協力して困難な事態を解決する。 協力的な態度。 

・強力 강력 

 強力な味方がつく。 法制化を強力に推進する。 

 

68．キンコウ 

・近郊 근교 

 東京の近郊に土地付き住宅を購入する。 近郊農業。 



・均衡 균형 

 スポーツで鍛えたので均衡のとれた体つきをしている。 力の均衡。 

 

69．キンシ 

・禁止 금지 

 許可なく立ち入ることを禁止する。 駐車禁止。 禁止事項。 

・近視 근시, 근안 

 近視のため眼鏡をかけないと生活できない。 近視眼的な対策。 

 

70．ケイカイ 

・警戒 경계 

 津波が発生する恐れがあるので十分警戒してください。 警戒区域。 

・軽快 경쾌 

 この自転車はペダルが軽いので軽快に走れる。 軽快なリズム。 

 

71．ケイキ 

・計器 계기, 미터 

 飛行機の計器に影響が出るので携帯電話の電源はお切りください。 

・景気 경기, 호경기, 기운 

 景気が悪くなる。 景気のいい話。 不景気。 

・契機 계기(로) 

 結婚を契機に生活や老後について真剣に考えるようになった。 

 

72．ケイジ 

・掲示 게시 

 合格者を掲示する。インターネットの掲示板に書き込む。 

・刑事 형사 

 刑事事件で起訴される。 刑事が主人公のドラマ。 

 

73．ケイセイ 

・形成 형성 

 小さい魚はしばしば大きな群れを形成して身を守る。 形成外科。 

・形勢 형세 

 試合の形勢が逆転する。 形勢不利。 

 

74．ケイタイ 

・形態 형태 



 蝶は幼虫から成虫になるまでに何度も形態を変えて成長する。 初期形態。 

・携帯 휴대 

 身分証を携帯する。 免許不携帯。 携帯電話。 

 

75．ケッカン 

・血管 혈관 

 血管が切れて内出血を起こす。 毛細血管。 

・欠陥 결함 

 自動車に欠陥が見つかる。 欠陥商品。 

 

76．ケッコウ 

・結構 ①제법, 상당히 ②꽤 좋음, 괜찮음, 훌륭함 

①結構満足のゆく仕上がりだ。 ②飲み物はお茶で結構ですよ。 結構な出来。 

・決行 결행 

 雨が降ってきたが試合は予定通り決行された。 雨天決行。 

・血行 혈행, 피둘기 

 血行が良くなる漢方薬を飲む。 血行障害。 

 

77．ゲンコウ 

・現行 현행 

 現行の法律は現状にそぐわない部分が多い。 

・原稿 원고 

 原稿を明日の朝までに仕上げなければならない。 原稿用紙。 

 

78．ゲンシ 

・原始 원시 

 原始時代の人間の生活を遺跡から探る。 原始人。 

・原子 원자 

 水素と酸素の原子が結合して水になる。 原子力。 ヘリウム原子。 

 

79．ゲンショウ 

・現象 현상 

 オーロラは極地近くで起こる不思議な現象だ。 エルニーニョ現象。 現象学。 

・減少 감소 

 子供の数が年々減少している。 減少傾向。 

 

 



80．ゲンテン 

・減点 감점 

 解答に字の間違いが多かったので減点された。 減点法で採点する。 

・原点 원점 

 原点に戻って考え直してみる。 

・原典 원전 

 他人の引用ではなく原典を直接調べる。 

 

81．ケントウ 

・検討 검토 

 この案はじっくり検討するべき価値がある。 検討事項。 

・見当 어림, 가늠, 예상, 짐작, ~정도 

 一体どうなるのか見当もつかない。 見当外れ。 会費は５千円見当だ。 

・健闘 건투 

 よく健闘したが 3−2 で負けてしまった。 健闘をたたえ合う。 

 

82．ケンメイ 

・賢明 현명 

 ここは一旦あきらめた方が賢明だ。 賢明なる皆様。 

・懸命 힘껏, 열심히, 필시적 

 懸命な看病のおかげで一命を取り留めた。 一生懸命。 

 

83．コウイ 

・好意 호의 

 管理人のご好意により部屋を使わせていただく。 好意を寄せる。 

・行為 행위, 행동 

 ふだんの行為でその人の評価が決まる。 不法行為。 

 

84．コウエン 

・公園 공원 

 子供たちが公園で遊んでいる。 運動公園。 

・講演 강연 

 自分の専門分野について講演する。 先生の講演を聞く。 講演会。 

・公演 공연 

 来週から劇団の公演が始まる。 ロングラン公演。 海外で初めて公演する。 

 

 



85．コウカ 

・効果 효과 

 新しい薬を飲んだが効果がなかった。 経済効果。 

・硬貨 경화, 동전, 코인 

 100 円硬貨を拾う。 記念硬貨。 

・高価 고가, 값이 비쌈 

 高価な買い物をしすぎて今月は余裕があまりない。 

 

86．コウカイ 

・後悔 후회 

 判断を誤ったことを後悔した。 後悔先に立たず。 

・公開 공개 

 市場に株式を公開する。 初公開。 情報公開条例。 

・航海 항해 

 豪華客船が航海の旅に出る。 太平洋を航海する。 処女航海。 

 

87．コウガイ 

・公害 공해 

 公害の対策がなかなか進まない。 騒音公害。 

・郊外 교외 

 郊外の閑静な住宅地。 ソウル郊外。 

 

88．コウギ 

・抗議 항의 

 審判の判定に納得が行かないので抗議した。 抗議の辞任。 

・講義 강의 

 日本文学概論の講義を聞く。 最先端分野について講義する。  講義室。 

 

89．コウキョウ 

・公共 공공 

 無駄な公共事業の多さに批判が集まる。 公共の福祉。 公共性。 

・好況 호황, 호경기 

 コンピュータ産業はここしばらく好況が続いている。 

 

90．コウギョウ 

・工業 공업 

 東京湾岸の工業地帯。 重工業。 



・鉱業 광업 

 石炭鉱業は既に下火である。 天然ガス鉱業。 鉱業権。 

・興業 흥업 

 殖産興業政策。 吉本興業。 

 

91．コウコウ 

・高校 고교,  고등학교 

 アルバイトをしながら高校に通う。 高校２年生。 農業高校。 

・孝行 효도, 효행 

 年老いた母親に孝行する。 親孝行で感心な子だ。 

 

92．コウサク 

・工作 공작 

 木の切れはしを使って工作をする。 相手方を混乱させる工作。 

・耕作 경작 

 先祖伝来の田畑を耕作する。 耕作放棄地。 

 

93．コウシャ 

・後者 후자 

 前者と後者。 火力発電と原子力発電では後者の方が効率が悪い。 

・校舎 교사 

 小学校の校舎が古くなったので建て替える必要が出てきた。 

 

94．コウシュウ 

・講習 강습 

 運転免許を取るための講習を受ける。 救命法の講習会。 

・公衆 공중 

 公衆の面前で怒鳴られる。 公衆電話。 

 

95．コウショウ 

・高尚 고상 

 茶道や華道は高尚な趣味とされている。 

・交渉 교섭 

 契約条件について事務所と交渉する。 交渉決裂。 

 

96．コウジョウ 

・工場 공장  ※「こうば」と読むこともある。 



 愛知県には自動車の工場が多い。 工場用機械。 製紙工場。 

・向上 향상 

 昔に比べて生活水準が格段に向上した。 向上心。 

 

97．コウスイ 

・香水 향수 

 香水のにおいがぷんぷんする。 

・降水 강수 

 この一ヶ月間降水がほとんどない。 降水量。 

 

98．コウセイ 

・公正 공정 

 公正を期するためメンバーは抽選で決めます。 公正取引委員会。 

・構成 구성 

 団体を構成するメンバー。 構成員。 

 

99．コウソウ 

・抗争 항쟁 

 暴力団の抗争の巻き添えを食らって拳銃で撃たれた。 集団抗争。 

・構想 구상 

 次の小説の構想を練る。 

・高層 고층 

 高層マンションの 14 階に引っ越した。 高層階。 超高層ビル。 

 

100．コウソク 

・高速 고속, 고속도로 

 新しいプリンターは高速で印刷できる。 高速道路。 首都高速。 

・拘束 구속 

 容疑者として拘束される。 拘束時間が長い仕事。 

 

101．コウタイ 

・交替・交代 교체, 교대 

 けがをした選手を交代させる。 交替制の勤務。 次の人と交代する。 

  ※一度だけは「交代」、何度も替わると「交替」を使う傾向がある。 

・後退 후퇴 

 一歩後退。 景気の勢いが後退する。 

 



102．コウテイ 

・校庭 교정, 학교 마당 

 小学校の校庭で草野球をする。 

・肯定 긍정 

 その意見はにわかには肯定できない。 肯定的な意見。 

・高低 고저, 높낮이, 고하 

 所得の高低が子供の教育にも関係する。 高低差の大きい土地。 

 

103．コウトウ 

・高等 고등 

 高等な数学を使わないとその問題は解けない。 高等学校。 高等動物。 

・口頭 구두, 입으로 말함 

 口頭で用件を伝える。 博士論文の口頭試問。 

 

104．コウドウ 

・行動 행동, 행위 

 彼の勇気ある行動は称賛に値する。 団体行動。 節度を持って行動する。 

・講堂 강당 

 学生の皆さんは講堂に集まってください。 大講堂。 

 

105．コウドク 

・購読 구독 

 この雑誌は私も購読しています。 定期購読。 購読料。 

・講読 강독 

 フランス語の講読の授業。 原書講読。 

 

106．コウハイ 

・後輩 후배 

 久しぶりに高校時代に部活の後輩だったＭと会った。 先輩と後輩。 

・荒廃 황폐 

 荒廃した森を復活させるために植林事業を始めた。 心の荒廃。 

 

107．コウヒョウ 

・公表 공표 

 調査結果を公表する。 非公表。 

・好評 호평 

 今度始まった昼のドラマも主婦たちには非常に好評だ。 



108．コウフク 

・幸福 행복 

 できることならば幸福な人生を送りたい。 人類の安寧と幸福。 

・降伏 항복 

 降伏を受け入れる。 城内の食料がなくなり、やむなく降伏する。 

 

109．コウヨウ 

・紅葉 홍엽, 단풍 ※名詞の場合「もみじ」とも読む。 

 秋が深まって山の木々がすっかり紅葉した。 紅葉が美しい。 

・公用 공용 

 公用で海外出張する。 役所の公用車。 

 

110．コウリツ 

・効率 효율 

 現在の方式では非常に生産の効率が悪い。 経済効率。 

・公立 공립 

 公立の高校に進学する。 国公立。 

 

111．サイキン 

・最近 최근, 요즈음 

 最近の携帯電話は機能が多すぎて使いこなせない。 ここ最近。 

・細菌 세균 

 細菌が増殖する。 細菌性胃腸炎。 嫌気性細菌。 

 

112．サイサン 

・再三 재삼, 두 번 세 번, 여러 번 

 再三要求したが聞き入れてもらえなかった。 再三再四。 

・採算 채산 

 こんなにコストがかかったのでは採算が取れない。 採算性が悪い。 

 

113．サイシュウ 

・最終 최종, 맨 나중, 마지막 

 最終の電車で帰宅した。 雑誌の最終号。 

・採集 채집 

 野山で薬草を採集する。 昆虫採集。 

 

 



114．サンカ 

・参加 참가, 참석 

 町内会の行事に参加する。 参加者。 不参加の通知を受ける。 

・酸化 산화 

 鉄が酸化するとさびる。 二酸化炭素。 

 

115．サンセイ 

・賛成 찬성 

 あなたの意見には私も賛成します。 賛成多数。 

・酸性 산성 

 ここの水は酸性が強い。 弱酸性の洗剤。 

 

116．シカク 

・四角 사각, 네모(꼴), 네모남 

 四角い顔。 四角に切る。 四角形の土地。 

・資格 자격 

 弁護士の資格をとる。 国家資格。 

・視覚 시각 

 視覚と聴覚。 物体を視覚でとらえる。 視覚効果。 

 

117．シキ 

・四季 사계, 사계절, 사철 

 日本の四季の変化。 四季折々の楽しみ。 

・指揮 지휘 

 大軍を指揮する。 オーケストラの指揮者。 

・式 식, 의식, 산식 

 式に出席する。 西洋式のマナーを学ぶ。 足し算の式。 

 

118．ジキ 

・時期 시기, 때, 계절, 기간 

 もうすぐ卒業式の時期だ。 時期的にそろそろ果物がおいしくなる頃だ。 

・磁気 자기 

 カセットテープを磁気に近づけてはいけない。 地磁気。 

・磁器 자기, 사기그릇 

 高麗の青い磁器、李朝の白い磁器。 磁器の皿。 陶磁器。 

・直 곧, 바로 

 その病気は直に治るだろう。 ※「じきに」とひらがなで書く方が多い。 



119．シキュウ 

・支給 지급 

 待ちに待ったボーナスが支給された。 現物支給。 

・至急 지급, 급히, 조속히 

 お戻りになったら至急連絡を下さい。 大至急。 

 

120．シコウ 

・施行 시행, 실시 

 日本国憲法は５月３日に施行された。 罰則の施行前。 

・思考 사고, 생각 

 あれこれと思考をめぐらす。 思考能力。 

・志向 지향 

 ブランド志向の強い女性。 本物志向。 より良い生活を志向する。 

・試行 시행 

 試行錯誤を繰り返す。 条例施行にあたり試行期間を設ける。 

・嗜好 기호  ※「嗜」は常用漢字表外。 

 大衆の嗜好に合った娯楽。 タバコや酒は嗜好品と呼ばれる。 

 

121．ジシュ 

・自主 자주 

 物事をなんでも自主的におこなう。 自主独立の精神。 自主性の尊重。 

・自首 자수 

 犯人に自首を勧める。 警察に自首する。 

 

122．ジシン 

・自信 자신 

 私にはそれをうまくやれる自信がありません。 自信過剰。 

・自身 자신, 자체, 스스로 

 自分自身。 あなた自身で決めてください。 

・地震 지진 

 日本各地で地震が相次ぐ。 震度５弱の地震。 直下型地震。 

 

123．ジタイ 

・自体 자체 

 話自体は立派だが中身がない。 今さら文句を言うこと自体おかしい。  

・事態 사태 

 事態は次第によい方向に向かっている。 緊急事態。 



・字体 자체, 글꼴 

 印刷用の字体と書写用の字体の違い。 読みやすい字体。 

・辞退 사퇴 

 その件につきましては御辞退させていただきます。 出席辞退。 

 

124．シテン 

・支店 지점 

 近所の銀行の支店に行く。 本店と支店。 

・視点 시점 

 これからは多角的な視点を持たなければいけない。 視点を変える。 

 

125．ジテン 

・辞典 사전 

 わからない言葉は国語辞典を引いて調べなさい。 英和辞典。 

・自転 자전 

 金星は地球とは逆方向に自転している。 自転周期。 

 

126．ジドウ 

・自動 자동 

 自動で人形が動き出す装置。 自動ドア。 自動的に電源が切れる。 

・児童 아동, 어린이, 초등학생 

 小学校の児童。 児童の父母を集めて説明する。 児童公園。 

 

127．シボウ 

・志望 지망 

 弁護士を志望する。 第一志望の大学に合格した。 

・脂肪 지방 

 血液中の脂肪が多いと医者に注意された。 低脂肪。 脂肪分 50％。 

・死亡 사망 

 看病の甲斐なく死亡した。 死亡原因を調べる。 

 

128．シメイ 

・氏名 씨명, 성명 

 氏名を名乗る。 住所氏名。 

・使命 사명 

 市民の安全を守るのが警察の使命だ。 使命感に燃えている。 

 



129．シュウカン 

・習慣 습관 

 朝食抜きが長年の習慣になっている。 生活習慣を変える。 

・週間 주간 

 できるまでには３週間ほどかかります。 今週１週間の予定。 愛鳥週間。 

 

130．シュウシ 

・収支 수지 

 この計画では収支がほとんど一緒だ。 赤字収支。 収支報告書。 

・終始 시종  ※日本語の「始終」は「いつも」の意味が強い。 

 この問題に関しては終始沈黙を保った。 言い訳に終始する。 

・修士 석사 

 修士号を取る。 工学修士。 修士課程。 

 

131．ジュウタイ 

・重体 중태  ※「重態」と書くこともある。 

 全身やけどで意識不明の重体です。 

・渋滞 삽체, 정체 

 平日の朝はどこの道も渋滞している。 交通渋滞。 

 

132． シヨウ 

・使用 사용, 씀 

 署名にはボールペンを使用すること。 使用禁止。 

・仕様 사양, 할 방법; 제품의 형식이나 규정, 스펙 

 製品の不具合ではなく仕様です。 寒冷地仕様。 仕様書。 

・私用 사용, 사사로운 일 

 私用で早く帰る。 私用電話。 

 

133．ショウガイ 

・障害 장애, 장해, 방해 

 さまざまな障害や困難を克服する。 障害物を取り除く。 身体障害者。 

・生涯 생애, 일생, 퍙생 

 幸せな生涯を送った。 我が生涯に一片の悔いなし！ 生涯学習センター。 

 

134．ジョウキョウ 

・状況 상황, 정황 ※「情況」とも書く。 

 世界の状況が変わってきた。 状況判断を誤る。 



・上京 상경 

 久しぶりに母が上京してきた。 上京列車。 

 

135．ショウタイ 

・招待 초대 

 パーティーに招待する。 招待状を御持参ください。 

・正体 정체 

 正体がばれる。 彼の正体は詐欺師だった。 飲み過ぎて正体をなくす。 

 

136．ショウテン 

・商店 상점, 가게 

 小さな商店を経営する。 町の商店街。 

・焦点 초점 

 焦点を合わせる。 証人喚問が今の国会の焦点だ。 

 

137．ショウニン 

・承認 승인 

 計画の承認がなかなか下りない。 国会で条約批准が承認される。 

・証人 증인 

 原告側の証人として法廷に立つ。 事件の生き証人。 

・商人 상인, 장사꾼  ※「あきんど」と読む場合もある。 

 大阪商人の心意気。 死の商人。 

 

138．ショウヒン 

・商品 상품 

 おすすめの商品。 商品券。 

・賞品 상품; 경품 

 １等の賞品は３泊４日の温泉旅行です！ 優勝賞品。 

 

139．ショウメイ 

・証明 증명 

 身元を証明する。 身の潔白を証明する。 証明書。 印鑑証明。 

・照明 조명 

 部屋の照明をつける。 照明器具。 

 

140．ジョシ 

・女子 여자 



 クラスの女子が全員反対した。 女子サッカー。 女子大生。 

・助詞 조사, 토씨 

 日本語でも韓国語でも文法関係は格助詞で表示される。 係助詞。 

・女史 여사 

 米国次期大統領候補と目されたヒラリー・クリントン女史。 

 

141．シンコウ 

・振興 진흥 

 地元の振興と活性化に貢献する。 地場産業の振興をはかる。 

・信仰 신앙 

 観音様を信仰する。 天神様は受験生の信仰が厚い。 ブランド信仰。 

・進行 진행, 나아감 

 式の進行が遅れる。 車の列がゆっくりと進行する。 進行方向。 

・新興 신흥 

 商店街が新興のショッピングモールに客を取られる。 新興宗教。 

 

142．ジンコウ 

・人口 인구, 사람의 수 

 町の人口が年々減っている。 人口調査。 発展途上国の人口爆発。 

・人工 인공 

 ここはダム建設によってできた人工の湖です。 人工着色料。 

 

143．シンコク 

・申告 신고 

 現在の経済状況を申告する。 税金の確定申告。 申告漏れ。 

・深刻 심각 

 深刻な問題に直面している。 病状は非常に深刻だ。 

 

144．シンセイ 

・申請 신청 

 領事館に査証の発行を申請する。 授業料免除の申請。 

・神聖 신성, 성스러움 

 ここは神社の神聖な区域なのでみだりに立ち入れない。 神聖ローマ帝国。 

 

145．シンチョウ 

・慎重 신중 

 これは危険物なので慎重に扱わなければいけない。 慎重を期する。 



・身長 신장, 키 

 去年より 10 センチも身長が伸びた。 矢口さんは身長が低い。 

 

146．シンリ 

・心理 심리 

 大学では心理学を勉強しました。 飛行中のパイロットの心理状態。 

・真理 진리 

 学問上の真理を解き明かす。 

 

147．スイセン 

・推薦 추천 

 候補者として推薦する。 上司の推薦で参加が決まった。 推薦入学。 

・水洗 수세 

 水洗式のトイレ。 水洗便所。 

 

148．セイカク 

・性格 성격 

 彼は明るい性格で誰からも好かれる。 性格診断。 粘着質の性格。 

・正確 정확 

 この仕事には何よりも正確さが要求される。 時間が正確な時計。 

 

149．セイキ 

・世紀 세기 

 20 世紀の歴史を振り返る。 世紀の大発見。 

・正規 정규 

 正規の書式に基づいて書き直してください。 正規分布。 

 

150．セイコウ 

・成功 성공 

 人工衛星の打ち上げに成功する。 大成功した計画。 成功報酬。 

・精巧 정교 

 精巧な作りの時計。 精巧に組み上げられた理論。 

 

151．セイサク 

・政策 정책 

 政策を立案する。 雇用問題に関する政策が必要だ。 外交政策。 

・制作 제작 



 展覧会に出品する作品を制作する。 映画の制作現場。 

・製作 제작 

 家具を製作する。 ロボットの開発と製作。  

※「制作」と「製作」の厳密な使い分けはないが、芸術作品・映像には

「制作」、実用品には「製作」を使う傾向がある。 

 

152．セイサン 

・生産 생산 

 農産物を生産する。 生産性の高い土地。 大量生産。 

・精算 정산 

 ホテルの宿泊代を精算する。 乗り越し運賃の精算所。 女性関係を清算する。 

 

153．セイシ 

・生死 생사 

 生死の境をさまよう。 一瞬の判断が生死を分ける。 

・静止 정지 

 静止したまま動かない。 静止画像。 

 

154．セイショ 

・聖書 성경 

 毎晩寝る前に聖書を読む。 新約聖書と旧約聖書。 

・清書 청서, 정서 

 手紙を清書する。 お習字の清書を先生に見てもらう。 

 

155．セイソウ 

・清掃 청소 

 毎朝家の前を清掃する。 清掃用品。 清掃車。 

・盛装 성장 

 きらびやかな盛装。 彼女はパーティーに目一杯盛装して現れた。 

 

156．セイチョウ 

・成長 성장 

 孫の成長を温かく見守る。 IT 分野の成長が著しい。 高度成長。 

・生長 생장 

 このところの暖かさでイネがだいぶ生長した。 

  ※厳密な使い分けはないが、植物には「生長」を使うことが多い。 

 



157．セイトウ 

・政党 정당 

 政策問題から大政党が分裂を起こした。 政党政治。 

・正当 정당(하다) 

 正当な理由もなく他人を中傷してはいけない。 正当防衛。 

 

158．セイネン 

・青年 청년 

 背の高い青年が助けてくれた。 彼は立派な好青年です。 青年実業家。 

・成年 성년 

 成年に達していないのにタバコや酒をたしなんではいけない。 未成年。 

 

159．セイフク 

・制服 제복 

 小学校の制服。 高校の制服は詰め襟とセーラー服でした。 

・征服 정복 

 南米大陸はスペインやポルトガルによって征服された。 世界征服。 

 

160．セイメイ 

・生命 생명 

 生命を大切にせねばならない。 生命維持装置。 生命保険。 

・姓名 성명, 이름 

 姓名を伺う。 姓名判断。 

・声明 성명 

 大統領の声明が発表された。 声明文を読み上げる。 公式声明。 

 

161．セイリ 

・整理 정리 

 机の上の書類を整理する。 整理整頓。 残務整理。 

・生理 생리; 월경 

 生理が来る。 生理現象。 あの人のことが生理的に嫌いだ。 

 

162．センコウ 

・専攻 전공 

 法律学を専攻する。 専攻の科目。 主専攻。 

・先行 선행 

 人気ばかりが先行して実力が追いつかない。 先行上映。 話題先行。 



・選考 전형 

 次の選挙の立候補者の選考をする。 選考基準。 一時選考。 

 

163．ゼンシン 

・全身 전신, 온몸 

 全身で喜びを表す。 全身の毛がよだつような恐ろしい出来事。 

・前進 전진 

 集団がゆっくりと前進する。 一歩前進。 前進と後退。 

 

164．センセイ 

・先生 선생(님), 스승 

 先生に質問をする。 5 月 15 日は韓国では先生の日です。 

・専制 전제 

 この会社は事実上ワンマン社長の専制状態にある。 専制政治。 

 

165．センタク 

・選択 선택 

 ３つの中から必ずどれか１つを選択してください。 選択問題。 

・洗濯 서탁, 빨래 

 晴天の日曜日なので洗濯をする。 洗濯物を干す。 全自動洗濯機。 

 

166．セントウ 

・先頭 선두 

 列の一番先頭に並ぶ。 先頭から３番目の子が辻さんです。 

・戦闘 전투 

 町外れでゲリラと軍が激しく戦闘をしている。 戦闘機。 戦闘状態。 

 

167．ソウサ 

・操作 조작 

 建設機械の操作がうまい。 コンピュータを操作する。 

・捜査 수사 

 強盗殺人事件の捜査が始まった。 おとり捜査。 捜査網を狭める。 

 

168．ソウサク 

・創作 창작, 꾸며낸 일 

 物語を創作する。 全部彼女の創作した作り話だ。 創作物。 

・捜索 수색 



 行方不明者の捜索は深夜まで行われた。 山中を捜索する。 

 

169．ソウゾウ 

・想像 상상 

 理由をあれこれ想像する。 想像力に欠ける。 

・創造 창조 

 芸術の新しいジャンルを創造する。 天地創造。 創造性。 

 

170．タイカ 

・大家 대가, 거장 

 書道の大家。 その道では大家と呼ばれる人。 

  ※「おおや」と読むと“셋집 주인”、「たいけ」だと“대갓집”の意味。 

・退化 퇴화 

 人間の盲腸は退化した器官の１つだ。 進化と退化。 

 

171．タイショウ 

・対象 대상 

 主婦を対象にしたキャンペーン。 比較対象。 

・対照 대조 

 ２つの本を対照する。 対照的な反応。 比較対照。 

 

172．タイセイ 

・体制 체제 

 体制に反抗する。 社会体制。 体制変革。 

・態勢 태세 

 態勢を崩す。 被災者の受け入れ態勢。 

 

173．タイソウ 

・大層 ①매우(약간 정중한 표현) ②(〜な、〜に)거창함, 굉장함, 과장함 

 ①今度の料理は大層お客の評判がいい。 ②大層な店構え。 大層に言う。 

・体操 체조 

 体操をしてウォーミングアップする。 ラジオ体操。 体操服。 

 

174．タンカ 

・短歌 단가 (일본 고유 시가의 한 형식, 5·7·5·7·7의  5구 31음절로 구성된 단시) 

 短歌や俳句を作るのが趣味です。 短歌を詠む。 

・担架 담가; 들것 



 怪我人は担架に乗せられて運ばれていった。 

・単価 단가 

 単価の安い品物を大量に売るのが現代の商売だ。 キロ単価 300 円。 

 

175．チュウシャ 

・駐車 주차 

 駐車場が見当たらないのでやむを得ず道ばたに駐車した。 駐車禁止。 

・注射 주사 

 抗生物質を注射する。 注射器。 注射が効いて風邪が治った。 

 

176．チュウショウ 

・中傷 중상 

 むやみに人を中傷してはいけない。 誹謗中傷。 

・抽象 추상 

 説明が抽象的すぎてわからない。 抽象絵画。 

 

177．チュウセイ 

・中世 중세 

 中世の歴史書を読む。 中世文学。 ヨーロッパ中世の騎士。 

・中性 중성; 중간의 성질 

 酸性とアルカリ性と中性。 中性的魅力。 中性洗剤。 

 

178．テイカ 

・低下 저하, 내려감; 떨어짐 

 生産性が低下する。 気温が低下したので寒い。 士気低下。 

・定価 정가 

 このノートの定価は 120 円です。 定価で買う。 

 

179．テンカ 

・天下 천하, 세상 

 天下を取る野望を抱く。 天下分け目の戦い。 天下統一。 

・点火 점화 

 花火に点火する。 点火と消火。 

・添加 첨가 

 香辛料を多めに添加する。 食品添加物。 

 

180．テンカイ 



・展開 전개; 타개 

 箱を展開する。 街一帯に軍隊が展開している。 物語が急展開する。 

・転回 전회 

 右方向に転回する。 船のへさきを転回する。 

 

181．デンキ 

・電気 전기; 전등 

 電気は現代人の生活に欠かせない。 部屋の電気を消す。 電気掃除機。 

・伝記 (사람의) 전기 

 徳川家康の伝記を読む。 伝記作家。 

 

182．テンコウ 

・天候 천후; 날씨 

 山の天候は変わりやすい。 天候観測。 悪天候。 

・転校 전교 

 東京から転校してきた小学生。 転校生。 

 

183．テンサイ 

・天才 천재, 천성의 재능을 가지는 사람 

 彼は数学の天才だ。 天才的な才能を発揮する。 

・天災 천재, 자연 재해 

 地震など天災への対策が必要だ。 天災は忘れた頃にやって来る。 天災と人災。 

 

184．テンテン 

・点々 점점이; 띄엄띄엄; 똑똑 

 服にしみが点々と付いてしまった。 点々とともっている街の明かり。 

・転々 전전; 여기저기 옮기는 모양; 굴러가는 모양 

 ボールが転々として坂を転げていった。 何度も職を転々とする。 

 

185．デントウ 

・電灯 전등 

 日が暮れて道路の電灯がつく。 部屋の電灯を消して寝た。 

・伝統 전통 

 昔からの伝統を守って祭りを行う。 伝統の技。 伝統芸能。 

 

186．ドウシ 

・動詞 동사 



 動詞の活用形を覚える。 自動詞と他動詞。 

・同士 ~끼리 

 同じ県の出身同士、気が合ってすぐ仲良くなった。 友達同士。 

・同志 동지   ※「同士」の意味で使われることも多い。 

 新党結成のための同志を集める。  

 

187．ドウジョウ 

・同情 동정 

 被害者に深く同情する。 同情の目だけで見ないでほしい。 

・道場 도장; 도량 

 剣道の道場に通う。 道場破り。 空手道場。 

 

188．ドウヨウ 

・同様 같음, 마찬가지 

 前回と同様の問題。 これまで同様によろしくお願いいたします。 

・動揺 동요, 흔들림 

 破格の待遇提示に会社を辞めない決心が動揺した。 動揺を隠せない。 

・童謡 동요, 어린이 노래 

 子供に童謡を歌って聞かせる。 童謡「七つの子」。 

 

189．ネンカン 

・年間 연간 

 年間の売り上げが３年ぶりに黒字に回復した。 10 年間の歩み。 

・年鑑 연감 

 国語年鑑で日本語の研究情報を調べる。 日本統計年鑑。 

 

190．ハイケイ 

・背景 배경 

 紅葉の山を背景に写真を撮る。 時代背景。 事件の背景。 

・拝啓 근계, 경계, 배백 

 手紙文では最初に「拝啓」と書いた場合、本文の最後に「敬具」と書く。 

 

191．ハッシャ 

・発射 발사 

 ロケットの発射に成功した。 ミサイル発射。 発射台。 

・発車 발차 

 電車が定刻より２分遅れで発車する。 新幹線の発車に間に合う。 



 

192．ハンエイ 

・反映 반영 

 ニュースは世相を反映している。 意見の反映。 

・繁栄 번영 

 その国は貿易によって大いに繁栄した。 子孫の繁栄を願う。 

 

193．ハンラン 

・反乱 반란 

 圧政に耐えかねた国民が政府に反乱を起こした。 反乱軍。 

・氾濫 범람 

 インターネットには様々な情報が氾濫している。 河川の氾濫。 

 

194．ヒコウ 

・飛行 비행, 날아감 

 ジェット機が山々の間を縫うように飛行する。 飛行船。 低空飛行。 

・非行 비행, (학생의) 문제 행동 

 中高生の非行がずっと前から問題になっている。 非行少年。 

 

195．ヒナン 

・避難 피난, 피란 

 津波警報が出たので高いところへ避難した。 避難器具。 

・非難 비난, 지탄 

 彼は一人で逃げたことで非難された。 世間の非難を浴びる。 

 

196．フキン 

・付近 부근; 근처 

 この付近にはもう誰も住んでいないようだ。 新宿駅付近。 

・布巾 행주 

 食器に布巾をかけておく。 布巾で仏像をぬぐう。 タオル生地の布巾。 

 

197．フゴウ 

・符号 부호, 기호 

 地図に×印の符号を付ける。 くり返し符号（〃、々、ゝなど）。 

・富豪 부호, 부자 

 彼は株で儲けて短期間のうちに富豪になった。 大富豪。 

 



 

198．フサイ 

・夫妻 부처; 부부 

 週末に坂本夫妻を招待して食事会をした。  

・負債 부채; 빚 

 多額の負債を抱えて破産寸前である。 負債総額 3500 億円。 

 

199．フシン 

・不振 부진 

 このところ会社の業績が不振である。 学業不振。 

・不審 불심 

 彼の説明には不審なところが多い。 挙動不審。  

 

200．フジン 

・婦人 부인; 여성 

 紳士と婦人。 婦人服。 婦人運動。 婦人警官。 

・夫人 부인; 사모님 

 坂田藤十郎夫人で元参院議長の扇千景氏。 ミシェル・オバマ夫人。 夫人同伴。 

 

201．フツウ 

・普通 보통; 대개 

 彼は特に才能も欠点もないごく普通の人だ。 普通どおり。 

・不通 불통 

 人身事故のため中央線は上下線とも不通になっています。 不通区間。 

 

202．ヘイコウ 

・平行 평행 

 紙に平行した線を引きなさい。 平行四辺形。 段違い平行棒。 

・並行 병행 

 ２つのプロジェクトを並行して推し進める。 並行輸入。 

・閉口 질림; 손듦, 항복; 난처함; 넌더리 

 彼の頑固さにほとほと閉口した。 工事の騒音に閉口する。 

 

203．ホウガク 

・方角 방각, 방위 

 山の中で迷って方角すらわからなくなった。 こっちが良い方角だ。 

・法学 법학 



 大学では法学部に通った。 法学大学院。 比較法学。 

204．ホウサク 

・方策 방책 

 失業問題については何らかの方策を立てなければならないでしょう。 

・豊作 풍작 

 今年はクリが大豊作だった。 豊作祈願。 豊作貧乏。 

 

205．ボウシ 

・防止 방지 

 交通事故の防止に細心の注意を払う。 景気悪化を防止するための対策。 

・帽子 모자 

 日射病にならないように子供に帽子をかぶらせる。 麦わら帽子。 

 

206．ホウソウ 

・放送 방송 

 ラジオの放送を聞く。 防災無線で火事の状況を放送する。 放送局。 

・包装 포장 

 お歳暮用の詰め合わせを包装してもらう。 商品の包装を開ける。 過剰包装。 

 

207．ホケン 

・保健 보건 

 保健室でけがの治療を受ける。 保健の授業。 保健体育。 

・保険 보험 

 生命保険に入る。 保険をかけておく。 損害保険。 

 

208．ホショウ 

・保証 보증 

 品物の品質は保証済みだ。 大丈夫かどうかは保証できない。 保証人。 

・保障 보장 

 病気でも事故でも保障できる保険。 安全保障。 社会保障制度。 

・補償 보상 

 事故の補償についての交渉が進む。 責任をもって補償します。 

 

209．ミンゾク 

・民族 민족 

 この地域は民族の対立が激しいので危険だ。 民族衣装。 農耕民族。 

・民俗 민속 



 各地の民俗を調査する。 民俗学。 民俗芸能。 

210．メイシ 

・名刺 명함 

 自分の名刺を差し出した。 名刺入れ。 

・名詞 명사 

 日本語は名詞の語形変化がない。 固有名詞。 代名詞。 

 

211．ユウキ 

・勇気 용기 

 勇気をふりしぼって挑戦する。 勇気が試される。 

・有機 유기 

 有機栽培で育てた野菜。 組織同士の有機的なつながり。 有機物。  

 

212．ユウコウ 

・有効 유효; 유익 

 財政問題で有効な対策が取れない。 このチケットは明日まで有効です。 

・友好 우호 

 国家間の友好を重んじる。 友好的な関係を保つ。 

 

213．ヨウイ 

・用意 용의; 준비; 대비 

 明日の仕事の用意を済ませる。 開店資金を用意する。 用意がいい。 

・容易 용이(함); 손쉬움 

 解決が容易な問題。 中学生程度の数学の問題でも容易には解けない。 

 

214．ヨウキ 

・容器 용기; 그릇 

 食品を保存する容器。 余分なものはとりあえず空の容器に入れておく。 

・陽気 ①기후; 날씨 ②쾌활(함) 

 ①春になってすっかり陽気が良くなりました。 ②陽気な性格。 

 

215．ヨウゴ 

・用語 용어 

 論文内の用語が統一されていない。 専門用語。 業界用語。 

・養護 양호 

 身寄りのない子供たちを施設で養護する。 養護学校。 

 



 

216．ヨウシ 

・用紙 용지 

 所定の用紙に必要事項を記入してください。 原稿用紙。 Ａ４用紙。 

・要旨 요지 

 今回のプレゼンテーションの要旨を配布する。 論文要旨。 

 

217．ヨウジ 

・用事 볼일; 용건 

 ちょっと用事があってそこまで来たのです。 用事を足す。 

・幼児 유아 

 まだ１歳の誕生日も迎えていない幼児。 幼児用のお菓子。 

 

218．ヨウセイ 

・要請 요청 

 隣県の警察に犯人逮捕への協力を要請する。 避難要請。 

・養成 양성, 함양 

 未来を背負う人材を養成する。 エキスパート養成講座。 

 

219．リッポウ 

・立法 입법 

 議会は立法のための機関である。 時限立法。 立法府。 

・立方 입방; 세제곱 

 １メートル立方の箱。 立方体。 容積 500 立方センチメートル。 立方根。 

 

220．リョウカイ 

・了解 양해 

 相手方の了解を取り付ける。 すべて了解しました。 

・領海 영해 

 日本の領海。 領海内に不審船が侵入した。 

 


