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アンニョンハセヨ？

本書は初級・中級単語集に続き「韓国語能力試験」TOPIK 5・6 級（TOPIK II）

を目指している方のための高級単語集です。高級に挑戦する方の中には，こんなに

勉強しているのにどうして思うような効果が出ないのだろうかと，学習途中に一度

や二度挫折を味わった方もいるのではないでしょうか。悩んでいる皆さんのために，

なお一層の語彙力アップの助けとなるよう本書を執筆いたしました。

上級の学習者のために，今までとは少し違う形式を考えなければならないと思い，

本書ではなるべく長文を提示しました。もちろん例文を通して単語を覚えてほしい

ことに変わりはありません。しかし，初級・中級で見られたようなひとつの単語に

ひとつの例文をあげる構成ではなく，見出し語の単語を使った長文の中で，単語の

使い方，慣用句，擬態語・擬声語，ことわざ，四字熟語などにも自然に慣れるよう

に構成しました。

普段の勉強で常に長文を読む学習法は，試験の読解問題の練習にもきっと役に立

つでしょう。外国語で膨大な表現を覚えることはそう簡単なことではありませんが，

階段を一つひとつ上がっていくように，今の実力をさらに高めるには，皆さんの学

習レベルが上がるにつれて踏まなければならない過程だと思います。難しい単語，

慣用句，ことわざ，擬声語・擬態語などはレベルが上がれば上がるほど学習者の苦

手な部分となり，覚えるのにも大変苦労いたしますが，決して避けては通れない道

です。しかし，外国語が得意な方なら誰でも通ってきた道でしょう。私たちの経験

では，普段から単語の学習は一対一の単語の意味だけをむやみやたらに覚えるので

はなく，より多くの例文に接しながらその中で覚えたほうが頭に残ります。

美しい韓国語と韓国の文化に関心を持ち，韓国語を真剣に学びたいと思われてい

る方が増えている今日，この教材が学習者の韓国語能力向上にお役立ちいただける

ことを切に願っています。試験のために勉強するのもいいですし，ご自分の韓国語

のレベルアップのために勉強なさってもいいと思います。

最後に，刊行にあたり絶え間なく支援してくださった語研の関係者をはじめ，陰

で見守ってくれた家族，さまざまな表現をアドバイスしてくれた友人達に，この場

を借りてもう一度深くお礼申し上げます。

2017 年

河仁南・南嘉英
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	見出し語：800 語を扱っています。頻度別には分けていません。例文は見出

し語を活かした長文になっています。単語を覚えるときは類義語，反義語，ま

た見出し語を使った表現を一緒に覚えると語彙力はぐんとアップするでしょう。

類義語・反義語にはあまりにも簡単な単語は敢えて載せませんでした。表現に

はニュースや時事問題を扱ったものも載せてありますので，日本ではあまり使

わない表現もあります。

	四字熟語：最も良く使われる熟語の中から 100 個選びました。日本語で使わ

れない四字熟語は日本語の表記をし，理解しやすく意味を載せました。

	慣用句：中級編でも少しは扱いましたが，高級編ではさらに数を増やし，例文

の中にもなるべく多く慣用句の表現を入れようと努めました。単語ひとつの意

味ではなく慣用句をたくさん使えるようになると，もっと自然な韓国語が身に

つくでしょう。

	ことわざ：ことわざは言語生活に潤いを与えてくれるものだと思います。そし

て，比喩的・象徴的に使われることで長く説明するよりも大きな効果をもたら

します。韓国人の生活感情や民族性の一面を理解するにもことわざは知ってお

く必要があると思いましたので，試験によく出ることわざはもちろん，普段韓

国人が日常生活の会話でよく使うものを載せました。

	擬声語・擬態語：レベルが上がるにつれて擬声語・擬態語を適切に駆使でき

るようになると文章がいきいきしてくると思います。擬声語・擬態語は韓国語

の最も発達している部分でもあります。例文を載せましたので，どのように使

われているのか味わってみてください。ひとつ以上の意味を持つものもありま

すが，紙面上ひとつの例文だけ載せました。

本書の特長と使い方
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本書の特長と使い方
	練習問題：40 個の単語の学習が終わると確認テストを載せ，またランダムに

20 個を選び練習問題を作りました。ぜひとも自分の学習成果を確認するために

も練習問題にチャレンジして確実に覚えていきましょう。

	日本語訳：なるべく自然な日本語になるように，必ずしもその単語が持ってい

る本来の意味として使われてないところがあります。意訳せざるを得ないとこ

ろもありましたので予めご了承ください。上級の学習者はなるべく日本語の訳

は見ないで，韓国語そのものから言語が持っている雰囲気を直接味わえるよう

に学習してみてください。

【表記について】

a 名詞 ㄹ語幹 ㄹ変則活用（ㄹ脱落）

s 動詞 ㄷ変 ㄷ変則活用

d 形容詞 ㅂ変 ㅂ変則活用

f 副詞 ㅅ変 ㅅ変則活用

J 類義語 르変 르変則活用

l 反義語 으変 으変則活用

慣 慣用句

強 強調

俗 俗語
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17

四 熟字 語

갑론을박 《甲論乙駁》
甲論乙駁（こうろんおつばく）。多数の人が互いに自分の意見を主張し，議論の決着がつかないこと。 %

達成率

3

■ 후련하다 ■ 스치다 ■ 겨루다 ■ 선발되다■ 왜곡되다 ■ 제정하다 ■ 꼬박 ■ 보완하다

가늠하다

S予想する，見計らう

J헤아리다：くみ取る
❖거리[나이/승패]를 가늠하다：距離［年齢／勝敗］を予想する

　기획 회의에 들어가면 이 일이 과연 성공할 만한 아이템인가를 제일 먼저

가늠해 본다. 그리고 내가 맡게 될 경우 성공 가능성에 대해 정확히 분석해서 

상사들이 납득할 수 있도록 기획서를 만든다. 그렇지만 성공, 실패에 대한 의견이 

분분한 경우 회의에서 나온 의견들을 모조리 모아, 되는 이유와 안 되는 이유에 

대해서 하나씩 검증해 나간다. 그 작업이 끝나고 모두가 납득한 상황에서 기획은 

계획 단계에서 준비 단계로 들어간다.

　企画会議に参加するたび，このことが果たして成功しそうなアイテムなのかを真っ先に予想して
みる。そして私が受け持つことになった場合，成功の可能性について正確に分析し，上司たちが納
得できるように企画書を作る。しかし成功か失敗かに対する意見がまちまちである場合，会議で出
て来た意見をすべて集め，成功する理由としない理由についてひとつずつ検証していく。その作業
が終わり，みんなが納得した状況で企画は計画段階から準備段階に入る。

납득하다
[납뜨카다]

S納得する　S납득되다：納得する

J이해하다：理解する
❖납득이 가다[안 가다]：納得できる［できない］
❖납득할 만한 설명：納得のいく説明

분분하다

Dまちまちである，入り乱れている

J어수선하다：乱れている／시끄럽다：そわそわしい，うるさい
❖소문[해석/여론]이 분분하다：噂［解釈／世論］が入り乱れている
❖나라 안팎이 분분하다：国の内外が騒然としている

모조리

F全部，すべて

J송두리째：丸ごと／남김없이：残さず／죄：全部／싹：すべて 
❖모조리 먹어 치우다：全部食べてしまう
❖모조리 쓸어 버리다：全部掃き捨てる

검증하다

S検証する

J증명하다：証明する／실증하다：実証する 
❖검증 결과：検証結果
❖검증을 거치다：検証を経る

싹

F（一気に）すぱっと，さっと，全部

J낱낱이：一つひとつ／깡그리：ひとつも残さず／모조리：全部
❖칼로 싹 베다：ナイフですぱっと切る
❖마당을 싹 쓸다：庭をさっと掃く

　평소 한 방을 입버릇처럼 말하며 헛된 꿈만 꾸던 삼촌이 이번에는 달랐다. 

철저한 사전 조사와 어디서 구했는지 사업 자본까지 싹 준비해서 제대로 판을 

벌였다. 그러나 처음에는 순조로워 보이던 사업도 결국에는 경험 미숙으로 사업 

전체를 헐값에 팔게 되었고 삼촌과 그 가족들은 빚더미에 앉게 되었다.

　普段，無駄な一獲千金を口癖にし，むなしい夢だけを追っていた叔父が今回は違った。徹底的な
事前調査と，どこから調達したのか事業の資本まで全部準備し，本気で事業に取り掛かった。しか
し初めは順調に見えた事業も結局は経験不足で事業全体を安値で売ることになり , 叔父とその家族
は借金まみれになった。

판

A《依存名詞》場，場面，現場，所，板，型

J마당, 장：場／형편：都合／처지：立場　
❖판이 벌어지다：場が開く　❖판을 깨다：場をしらけさせる　　
❖판을 치다：勝手気ままに振る舞う　❖판에 박히다：型にはまる

헐값
[헐깝]

A安値，捨て値

J싼값, 싸구려：安値／저가：低価
L고가：高値／금값：金の値打ち　❖헐값에 내놓다：安値で出す
❖헐값에 사들이다[팔아넘기다]：安値で買い取る［売り払う］

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

チェックボックスにチェック
を入れ，その日の習得語彙数
を数えて記入してください。

特殊な発音をする語は見出
し語の下に［　］で読み方
を示してあります。

韓国語能力試験 TOPIK 5・6級 高級単語800 ためし読み →Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-323-7


9

017

021

019

023

018

022

020

024

暗記度
チェック

16

日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

17

四 熟字 語

갑론을박 《甲論乙駁》
甲論乙駁（こうろんおつばく）。多数の人が互いに自分の意見を主張し，議論の決着がつかないこと。 %

達成率

3

■ 후련하다 ■ 스치다 ■ 겨루다 ■ 선발되다■ 왜곡되다 ■ 제정하다 ■ 꼬박 ■ 보완하다

가늠하다

S予想する，見計らう

J헤아리다：くみ取る
❖거리[나이/승패]를 가늠하다：距離［年齢／勝敗］を予想する

　기획 회의에 들어가면 이 일이 과연 성공할 만한 아이템인가를 제일 먼저

가늠해 본다. 그리고 내가 맡게 될 경우 성공 가능성에 대해 정확히 분석해서 

상사들이 납득할 수 있도록 기획서를 만든다. 그렇지만 성공, 실패에 대한 의견이 

분분한 경우 회의에서 나온 의견들을 모조리 모아, 되는 이유와 안 되는 이유에 

대해서 하나씩 검증해 나간다. 그 작업이 끝나고 모두가 납득한 상황에서 기획은 

계획 단계에서 준비 단계로 들어간다.

　企画会議に参加するたび，このことが果たして成功しそうなアイテムなのかを真っ先に予想して
みる。そして私が受け持つことになった場合，成功の可能性について正確に分析し，上司たちが納
得できるように企画書を作る。しかし成功か失敗かに対する意見がまちまちである場合，会議で出
て来た意見をすべて集め，成功する理由としない理由についてひとつずつ検証していく。その作業
が終わり，みんなが納得した状況で企画は計画段階から準備段階に入る。

납득하다
[납뜨카다]

S納得する　S납득되다：納得する

J이해하다：理解する
❖납득이 가다[안 가다]：納得できる［できない］
❖납득할 만한 설명：納得のいく説明

분분하다

Dまちまちである，入り乱れている

J어수선하다：乱れている／시끄럽다：そわそわしい，うるさい
❖소문[해석/여론]이 분분하다：噂［解釈／世論］が入り乱れている
❖나라 안팎이 분분하다：国の内外が騒然としている

모조리

F全部，すべて

J송두리째：丸ごと／남김없이：残さず／죄：全部／싹：すべて 
❖모조리 먹어 치우다：全部食べてしまう
❖모조리 쓸어 버리다：全部掃き捨てる

검증하다

S検証する

J증명하다：証明する／실증하다：実証する 
❖검증 결과：検証結果
❖검증을 거치다：検証を経る

싹

F（一気に）すぱっと，さっと，全部

J낱낱이：一つひとつ／깡그리：ひとつも残さず／모조리：全部
❖칼로 싹 베다：ナイフですぱっと切る
❖마당을 싹 쓸다：庭をさっと掃く

　평소 한 방을 입버릇처럼 말하며 헛된 꿈만 꾸던 삼촌이 이번에는 달랐다. 

철저한 사전 조사와 어디서 구했는지 사업 자본까지 싹 준비해서 제대로 판을 

벌였다. 그러나 처음에는 순조로워 보이던 사업도 결국에는 경험 미숙으로 사업 

전체를 헐값에 팔게 되었고 삼촌과 그 가족들은 빚더미에 앉게 되었다.

　普段，無駄な一獲千金を口癖にし，むなしい夢だけを追っていた叔父が今回は違った。徹底的な
事前調査と，どこから調達したのか事業の資本まで全部準備し，本気で事業に取り掛かった。しか
し初めは順調に見えた事業も結局は経験不足で事業全体を安値で売ることになり , 叔父とその家族
は借金まみれになった。

판

A《依存名詞》場，場面，現場，所，板，型

J마당, 장：場／형편：都合／처지：立場　
❖판이 벌어지다：場が開く　❖판을 깨다：場をしらけさせる　　
❖판을 치다：勝手気ままに振る舞う　❖판에 박히다：型にはまる

헐값
[헐깝]

A安値，捨て値

J싼값, 싸구려：安値／저가：低価
L고가：高値／금값：金の値打ち　❖헐값에 내놓다：安値で出す
❖헐값에 사들이다[팔아넘기다]：安値で買い取る［売り払う］

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

前ページの復習です。ちゃんと
暗記できているかチェック！

高級で覚えておきたい四字
熟語を載せています。

学習達成具合を数値で
表しています。目指せ
100％！

見出し語をコラム中に
複数提示しています。
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学習計画表
  開始日：　　　年　　月　　日

1週間 月 火 水 木 金 土 日

1週目
001-160
（p.12-67）

済

161-320
（p.68-123）

済

321-480
（p.124-179）

済

481-640
（p.180-235）

済

641-800
（p.236-291）

済

復習

401-800
総復習

 開始日：　　　年　　月　　日

2週間 月 火 水 木 金 土 日

1週目
001-080
（p.12-39）

済

081-160
（p.40-67）

済

161-240
（p.68-95）

済

241-320
（p.96-123）

済

321-400
（p.124-151）

済

復習

001-400
お休み

2週目
401-480
（p.152-179）

済

481-560
（p.180-207）

済

561-640
（p.208-235）

済

641-720
（p.236-263）

済

721-800
（p.264-291）

済

復習

401-800
総復習

 開始日：　　　年　　月　　日

4週間 月 火 水 木 金 土 日

1週目
001-040
（p.12-25）

済

041-080
（p.26-39）

済

081-120
（p.40-53）

済

121-160
（p.54-67）

済

161-200
（p.68-81）

済

復習

001-200
お休み

2週目
201-240
（p.82-95）

済

241-280
（p.96-109）

済

281-320
（p.110-123）

済

321-360
（p.124-137）

済

361-400
（p.138-151）

済

復習

201-400
お休み

3週目
401-440
（p.152-165）

済

441-480
（p.166-179）

済

481-520
（p.180-193）

済

521-560
（p.194-207）

済

561-600
（p.208-221）

済

復習

401-600
お休み

4週目
601-640
（p.222-235）

済

641-680
（p.236-249）

済

681-720
（p.250-263）

済

721-760
（p.264-277）

済

761-800
（p.278-291）

済

復習

601-800
総復習
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 開始日：　　　年　　月　　日

月 火 水 木 金 土 日

1週目

2週目

3週目

4週目

5週目

6週目

7週目

8週目

9週目

10週目
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

업적

A業績

J공적：功績／공：功，手柄　
❖ 업적을 쌓다[남기다]：業績を築く［残す］
❖ 위대한 업적：偉大な業績

　현대에 인기가 있거나 위대하다고 평가 받고 있는 위인들 중에는 생존 당시에는  

제대로 평가를 받지 못한 경우들이 많이 있었다. 그 당시 위인들의 업적은  

사람들이 이해하기에는 너무나 참신한 아이디어였거나 그 위대함을 볼 줄 아는  

안목이 있는 사람들을 만날 수 없었기 때문이다. 그러나 시간이 지나면서 화가 

고흐와 같이 재평가 받는 경우들이 종종 있다. 

　現代に人気があったり偉大だと評価されていたりする偉人たちの中には，生存当時にはそれほど
評価をされなかったケースが多かった。その当時の偉人たちの業績は（当時の）人々が理解するに
はあまりにも斬新なアイディアだったか，もしくはその偉大さを見抜ける眼識のある人々に会うこ
とができなかったためである。しかし時間が経つにつれて，画家ゴッホのように再評価される場合
が度々ある。

참신하다

D斬新だ

J새롭다：新しい
❖ 참신한 아이디어：斬新なアイディア
❖ 참신한 기획：斬新な企画

안목

A眼識

J식견：識見／눈：目
❖ 안목이 높다：眼識が高い，目が高い

종종

F度々，しばしば

J가끔：時々／이따금, 드문드문：時折
L자주：しょっちゅう
❖ 종종 만나다[들르다]：しばしば会う［立ち寄る］

달성하다
[달썽하다]

S達成する

J성공하다：成功する／달하다：達する，至る
L실패하다：失敗する　
❖ 목표를[과업을] 달성하다：目標を［課業を］達成する

　목적을 달성하기 위해 꾸준히 노력을 한다고 해도 모든 일이 항상 잘될 수만은  

없다. 잘되어 가던 일이 위기 상황에 닥쳤을 경우 사람들은 해결 방법을 찾기 

위해 노력을 하거나 반대로 쉽게 포기하는 경향이 있다. 그러나 아무리 어려운  

일이라도 생각에 생각을 거듭하다 보면 생각지도 못했던 곳에서 해결의 돌파구를  

찾기도 한다. 

　目的を達成するために絶え間なく努力をするといってもすべてのことが常に上手くいくとは限ら
ない。順調に進んでいたことが危機的状態にぶつかった場合，人々は解決方法を探すため努力をす
るか，逆に簡単に諦める傾向がある。しかしどんなに困ったことであれ，考えに考えを繰り返して
みたら思いもよらないところから解決の突破口を見つけたりもする。

닥치다

S迫る，差し迫る

J덮치다：押し寄せる／당면하다：当面する
❖ 시련이 닥치다：試練が差し迫る 
❖ 닥치는 대로：手当たり次第に

거듭하다
[거드파다]

S繰り返す　F거듭：重ねて，更に

J잦다：頻繁だ／되풀이하다：繰り返す／겹치다：重なる
❖ 실험을 거듭하다：実験を重ねる

돌파구

A突破口

J실마리：糸口／해결책：解決策
❖ 돌파구를 찾다[마련하다]：突破口を探す［用意する］
❖ 돌파구를 모색하다：突破口を模索する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

각골난망	 《刻骨難忘》
人から受けた恩恵が骨に滲みるほどありがたく忘れられない。 %

達成率

1

업적

A業績

J공적：功績／공：功，手柄　
❖ 업적을 쌓다[남기다]：業績を築く［残す］
❖ 위대한 업적：偉大な業績

　현대에 인기가 있거나 위대하다고 평가 받고 있는 위인들 중에는 생존 당시에는  

제대로 평가를 받지 못한 경우들이 많이 있었다. 그 당시 위인들의 업적은  

사람들이 이해하기에는 너무나 참신한 아이디어였거나 그 위대함을 볼 줄 아는  

안목이 있는 사람들을 만날 수 없었기 때문이다. 그러나 시간이 지나면서 화가 

고흐와 같이 재평가 받는 경우들이 종종 있다. 

　現代に人気があったり偉大だと評価されていたりする偉人たちの中には，生存当時にはそれほど
評価をされなかったケースが多かった。その当時の偉人たちの業績は（当時の）人々が理解するに
はあまりにも斬新なアイディアだったか，もしくはその偉大さを見抜ける眼識のある人々に会うこ
とができなかったためである。しかし時間が経つにつれて，画家ゴッホのように再評価される場合
が度々ある。

참신하다

D斬新だ

J새롭다：新しい
❖ 참신한 아이디어：斬新なアイディア
❖ 참신한 기획：斬新な企画

안목

A眼識

J식견：識見／눈：目
❖ 안목이 높다：眼識が高い，目が高い

종종

F度々，しばしば

J가끔：時々／이따금, 드문드문：時折
L자주：しょっちゅう
❖ 종종 만나다[들르다]：しばしば会う［立ち寄る］

달성하다
[달썽하다]

S達成する

J성공하다：成功する／달하다：達する，至る
L실패하다：失敗する　
❖ 목표를[과업을] 달성하다：目標を［課業を］達成する

　목적을 달성하기 위해 꾸준히 노력을 한다고 해도 모든 일이 항상 잘될 수만은  

없다. 잘되어 가던 일이 위기 상황에 닥쳤을 경우 사람들은 해결 방법을 찾기 

위해 노력을 하거나 반대로 쉽게 포기하는 경향이 있다. 그러나 아무리 어려운  

일이라도 생각에 생각을 거듭하다 보면 생각지도 못했던 곳에서 해결의 돌파구를  

찾기도 한다. 

　目的を達成するために絶え間なく努力をするといってもすべてのことが常に上手くいくとは限ら
ない。順調に進んでいたことが危機的状態にぶつかった場合，人々は解決方法を探すため努力をす
るか，逆に簡単に諦める傾向がある。しかしどんなに困ったことであれ，考えに考えを繰り返して
みたら思いもよらないところから解決の突破口を見つけたりもする。

닥치다

S迫る，差し迫る

J덮치다：押し寄せる／당면하다：当面する
❖ 시련이 닥치다：試練が差し迫る 
❖ 닥치는 대로：手当たり次第に

거듭하다
[거드파다]

S繰り返す　F거듭：重ねて，更に

J잦다：頻繁だ／되풀이하다：繰り返す／겹치다：重なる
❖ 실험을 거듭하다：実験を重ねる

돌파구

A突破口

J실마리：糸口／해결책：解決策
❖ 돌파구를 찾다[마련하다]：突破口を探す［用意する］
❖ 돌파구를 모색하다：突破口を模索する
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

왜곡되다

S歪曲される，歪む

J조작되다：操作する／날조되다：ねつ造される
❖ 왜곡 보도：歪曲報道　❖ 왜곡시키다：歪曲させる
❖ 왜곡을 바로잡다：歪曲を正す

　최근 한국에서는 역사 교과서 국정화 도입을 둘러싸고 많은 논란이 일고 있다.  

국정 역사 교과서는 학생들에게 왜곡된 역사관을 심어 줄 가능성이 높아 학계에서도  

많은 반발을 하고 있다. 이에 따라 최근에는 ‘국정 역사 교과서 금지법’을 제정하기  

위한 움직임이 일어나고 있다.

　最近韓国では歴史教科書の国定化導入を巡って多くの議論が巻き起こっている。国定歴史教科書
は学生たちに歪曲された歴史観を植え付ける可能性が高いので学界でも強い反発をしている。した
がって，最近は「国定歴史教科書禁止法」を制定するための動きが起きている。

제정하다

S制定する

❖ 법률을 제정하다：法律を制定する
❖ 국경일로 제정하다：国民の祝日に制定する

꼬박

Fまる〜，ぶっ通し，まるっきり

❖ 날을 꼬박 새다：まる一日夜を明かす
❖ 꼬박 2년 되다：まる 2年になる

　원하는 실험 데이터를 얻기 위해 꼬박 사흘을 실험에 매달렸다. 어떻게 하면  

성공할 수 있을까? 교수님께 조언을 구하고 부족한 부분을 보완하면서 겨우 완성했다.  

한 달 내내 나를 괴롭히던 이 과제를 끝내게 되어 정말 속이 후련하다. 

　望む実験データを得るためにまる三日，実験に没頭した。どうすれば成功できるのか。教授に助
言を求め，不足した部分を補完しながらやっと完成した。1 か月間ずっと私を苦しませていたこの
課題を終わらせることができて，本当に気持ちがすっきりした。보완하다

S補完する，補う

J채우다：満たす／보충하다：補充する
❖ 약점[문제점]을 보완하다：弱点［問題点］を補う
❖ 결점을 보완하다：欠点を補う

후련하다

Dすっきりする，せいせいしている　F후련히：さっぱり

J시원하다：せいせいしている／개운하다：晴れ晴れする
L답답하다：もどかしい
❖ 마음이 후련하다：気持ちがスカッとする

스치다

Sすれすれ通り過ぎる，かすめる

❖ 머리를 스치다：頭をよぎる
❖ 가슴을 스치다：心をかすめる
❖ 미소가 스치다：微笑みが浮かぶ

　운동 선수들 가운데는 눈 깜짝 할 사이에 스쳐 지나가는 물체를 구별할 수 있는  

사람이 많다. 이렇듯 움직이는 물건을 구별해 내는 능력을 동체 시력이라고 한다.  

이 동체 시력은 움직이는 물체와 가까울수록, 긴장감이 클수록 발달하는데 스피드로  

실력을 겨루는 권투나 탁구와 같은 종목의 선수들이 발달하게 된다. 그래서 국가  

대표로 선발된 선수들 중에서 동체 시력이 뛰어난 사람이 많다. 

　運動選手の中にはあっという間に通り過ぎる物体を区別できる人が多い。このように動く物を区
別する能力を動体視力という。この動体視力は動く物体と近いほど，また緊張感が高まるほど発達
するが，スピードで実力を競うボクシングや卓球のような種目の選手らが発達するようになる。そ
れで国家代表に選抜された選手たちの中で動体視力に優れている人が多い。

겨루다

S競う

J싸우다：戦う／다투다：争う／시합하다：試合する
❖ 기량을 겨루다：技量を競う　❖ 승부를 겨루다：勝負を競う
❖ 힘을 겨루다：力を競う

선발되다

S選抜される，選ばれる

J뽑히다：選ばれる
❖ 선발 기준：選抜基準　❖ 선발 방식：選抜方式
❖ 반장으로[후보로] 선발되다：班長に［候補に］選ばれる

■ 업적 ■ 참신하다 ■ 안목 ■ 종종

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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%

達成率

2

■ 달성하다 ■ 닥치다 ■ 거듭하다 ■ 돌파구

四 熟字 語

감언이설	 《甘言利說》
口車，甘い言葉。

왜곡되다

S歪曲される，歪む

J조작되다：操作する／날조되다：ねつ造される
❖ 왜곡 보도：歪曲報道　❖ 왜곡시키다：歪曲させる
❖ 왜곡을 바로잡다：歪曲を正す

　최근 한국에서는 역사 교과서 국정화 도입을 둘러싸고 많은 논란이 일고 있다.  

국정 역사 교과서는 학생들에게 왜곡된 역사관을 심어 줄 가능성이 높아 학계에서도  

많은 반발을 하고 있다. 이에 따라 최근에는 ‘국정 역사 교과서 금지법’을 제정하기  

위한 움직임이 일어나고 있다.

　最近韓国では歴史教科書の国定化導入を巡って多くの議論が巻き起こっている。国定歴史教科書
は学生たちに歪曲された歴史観を植え付ける可能性が高いので学界でも強い反発をしている。した
がって，最近は「国定歴史教科書禁止法」を制定するための動きが起きている。

제정하다

S制定する

❖ 법률을 제정하다：法律を制定する
❖ 국경일로 제정하다：国民の祝日に制定する

꼬박

Fまる〜，ぶっ通し，まるっきり

❖ 날을 꼬박 새다：まる一日夜を明かす
❖ 꼬박 2년 되다：まる 2年になる

　원하는 실험 데이터를 얻기 위해 꼬박 사흘을 실험에 매달렸다. 어떻게 하면  

성공할 수 있을까? 교수님께 조언을 구하고 부족한 부분을 보완하면서 겨우 완성했다.  

한 달 내내 나를 괴롭히던 이 과제를 끝내게 되어 정말 속이 후련하다. 

　望む実験データを得るためにまる三日，実験に没頭した。どうすれば成功できるのか。教授に助
言を求め，不足した部分を補完しながらやっと完成した。1 か月間ずっと私を苦しませていたこの
課題を終わらせることができて，本当に気持ちがすっきりした。보완하다

S補完する，補う

J채우다：満たす／보충하다：補充する
❖ 약점[문제점]을 보완하다：弱点［問題点］を補う
❖ 결점을 보완하다：欠点を補う

후련하다

Dすっきりする，せいせいしている　F후련히：さっぱり

J시원하다：せいせいしている／개운하다：晴れ晴れする
L답답하다：もどかしい
❖ 마음이 후련하다：気持ちがスカッとする

스치다

Sすれすれ通り過ぎる，かすめる

❖ 머리를 스치다：頭をよぎる
❖ 가슴을 스치다：心をかすめる
❖ 미소가 스치다：微笑みが浮かぶ

　운동 선수들 가운데는 눈 깜짝 할 사이에 스쳐 지나가는 물체를 구별할 수 있는  

사람이 많다. 이렇듯 움직이는 물건을 구별해 내는 능력을 동체 시력이라고 한다.  

이 동체 시력은 움직이는 물체와 가까울수록, 긴장감이 클수록 발달하는데 스피드로  

실력을 겨루는 권투나 탁구와 같은 종목의 선수들이 발달하게 된다. 그래서 국가  

대표로 선발된 선수들 중에서 동체 시력이 뛰어난 사람이 많다. 

　運動選手の中にはあっという間に通り過ぎる物体を区別できる人が多い。このように動く物を区
別する能力を動体視力という。この動体視力は動く物体と近いほど，また緊張感が高まるほど発達
するが，スピードで実力を競うボクシングや卓球のような種目の選手らが発達するようになる。そ
れで国家代表に選抜された選手たちの中で動体視力に優れている人が多い。

겨루다

S競う

J싸우다：戦う／다투다：争う／시합하다：試合する
❖ 기량을 겨루다：技量を競う　❖ 승부를 겨루다：勝負を競う
❖ 힘을 겨루다：力を競う

선발되다

S選抜される，選ばれる

J뽑히다：選ばれる
❖ 선발 기준：選抜基準　❖ 선발 방식：選抜方式
❖ 반장으로[후보로] 선발되다：班長に［候補に］選ばれる
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 왜곡되다 ■ 제정하다 ■ 꼬박 ■ 보완하다

가늠하다

S予想する，見計らう

J헤아리다：くみ取る
❖ 거리[나이/승패]를 가늠하다：距離［年齢／勝敗］を予想する

　기획 회의에 들어가면 이 일이 과연 성공할 만한 아이템인가를 제일 먼저 

가늠해 본다. 그리고 내가 맡게 될 경우 성공 가능성에 대해 정확히 분석해서  

상사들이 납득할 수 있도록 기획서를 만든다. 그렇지만 성공, 실패에 대한 의견이  

분분한 경우 회의에서 나온 의견들을 모조리 모아, 되는 이유와 안 되는 이유에 

대해서 하나씩 검증해 나간다. 그 작업이 끝나고 모두가 납득한 상황에서 기획은  

계획 단계에서 준비 단계로 들어간다.

　企画会議に参加するたび，このことが果たして成功しそうなアイテムなのかを真っ先に予想して
みる。そして私が受け持つことになった場合，成功の可能性について正確に分析し，上司たちが納
得できるように企画書を作る。しかし成功か失敗かに対する意見がまちまちである場合，会議で出
て来た意見をすべて集め，成功する理由としない理由についてひとつずつ検証していく。その作業
が終わり，みんなが納得した状況で企画は計画段階から準備段階に入る。

납득하다
[납뜨카다]

S納得する　S납득되다：納得する

J이해하다：理解する
❖ 납득이 가다[안 가다]：納得できる［できない］
❖ 납득할 만한 설명：納得のいく説明

분분하다

Dまちまちである，入り乱れている

J어수선하다：乱れている／시끄럽다：そわそわしい，うるさい
❖ 소문[해석/여론]이 분분하다：噂［解釈／世論］が入り乱れている
❖ 나라 안팎이 분분하다：国の内外が騒然としている

모조리

F全部，すべて

J송두리째：丸ごと／남김없이：残さず／죄：全部／싹：すべて 
❖ 모조리 먹어 치우다：全部食べてしまう
❖ 모조리 쓸어 버리다：全部掃き捨てる

검증하다

S検証する

J증명하다：証明する／실증하다：実証する 
❖ 검증 결과：検証結果
❖ 검증을 거치다：検証を経る

싹

F（一気に）すぱっと，さっと，全部

J낱낱이：一つひとつ／깡그리：ひとつも残さず／모조리：全部
❖ 칼로 싹 베다：ナイフですぱっと切る
❖ 마당을 싹 쓸다：庭をさっと掃く

　평소 한 방을 입버릇처럼 말하며 헛된 꿈만 꾸던 삼촌이 이번에는 달랐다.  

철저한 사전 조사와 어디서 구했는지 사업 자본까지 싹 준비해서 제대로 판을  

벌였다. 그러나 처음에는 순조로워 보이던 사업도 결국에는 경험 미숙으로 사업  

전체를 헐값에 팔게 되었고 삼촌과 그 가족들은 빚더미에 앉게 되었다.

　普段，無駄な一獲千金を口癖にし，むなしい夢だけを追っていた叔父が今回は違った。徹底的な
事前調査と，どこから調達したのか事業の資本まで全部準備し，本気で事業に取り掛かった。しか
し初めは順調に見えた事業も結局は経験不足で事業全体を安値で売ることになり , 叔父とその家族
は借金まみれになった。

판

A 依存名詞 場，場面，現場，所，板，型

J마당, 장：場／형편：都合／처지：立場　
❖ 판이 벌어지다：場が開く　❖ 판을 깨다：場をしらけさせる　　
❖ 판을 치다：勝手気ままに振る舞う　❖ 판에 박히다：型にはまる

헐값
[헐깝]

A安値，捨て値

J싼값, 싸구려：安値／저가：低価
L고가：高値／금값：金の値打ち　❖ 헐값에 내놓다：安値で出す
❖ 헐값에 사들이다[팔아넘기다]：安値で買い取る［売り払う］

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

갑론을박	 《甲論乙駁》
甲論乙駁（こうろんおつばく）。多数の人が互いに自分の意見を主張し，議論の決着がつかないこと。 %

達成率

3

■ 후련하다 ■ 스치다 ■ 겨루다 ■ 선발되다

가늠하다

S予想する，見計らう

J헤아리다：くみ取る
❖ 거리[나이/승패]를 가늠하다：距離［年齢／勝敗］を予想する

　기획 회의에 들어가면 이 일이 과연 성공할 만한 아이템인가를 제일 먼저 

가늠해 본다. 그리고 내가 맡게 될 경우 성공 가능성에 대해 정확히 분석해서  

상사들이 납득할 수 있도록 기획서를 만든다. 그렇지만 성공, 실패에 대한 의견이  

분분한 경우 회의에서 나온 의견들을 모조리 모아, 되는 이유와 안 되는 이유에 

대해서 하나씩 검증해 나간다. 그 작업이 끝나고 모두가 납득한 상황에서 기획은  

계획 단계에서 준비 단계로 들어간다.

　企画会議に参加するたび，このことが果たして成功しそうなアイテムなのかを真っ先に予想して
みる。そして私が受け持つことになった場合，成功の可能性について正確に分析し，上司たちが納
得できるように企画書を作る。しかし成功か失敗かに対する意見がまちまちである場合，会議で出
て来た意見をすべて集め，成功する理由としない理由についてひとつずつ検証していく。その作業
が終わり，みんなが納得した状況で企画は計画段階から準備段階に入る。

납득하다
[납뜨카다]

S納得する　S납득되다：納得する

J이해하다：理解する
❖ 납득이 가다[안 가다]：納得できる［できない］
❖ 납득할 만한 설명：納得のいく説明

분분하다

Dまちまちである，入り乱れている

J어수선하다：乱れている／시끄럽다：そわそわしい，うるさい
❖ 소문[해석/여론]이 분분하다：噂［解釈／世論］が入り乱れている
❖ 나라 안팎이 분분하다：国の内外が騒然としている

모조리

F全部，すべて

J송두리째：丸ごと／남김없이：残さず／죄：全部／싹：すべて 
❖ 모조리 먹어 치우다：全部食べてしまう
❖ 모조리 쓸어 버리다：全部掃き捨てる

검증하다

S検証する

J증명하다：証明する／실증하다：実証する 
❖ 검증 결과：検証結果
❖ 검증을 거치다：検証を経る

싹

F（一気に）すぱっと，さっと，全部

J낱낱이：一つひとつ／깡그리：ひとつも残さず／모조리：全部
❖ 칼로 싹 베다：ナイフですぱっと切る
❖ 마당을 싹 쓸다：庭をさっと掃く

　평소 한 방을 입버릇처럼 말하며 헛된 꿈만 꾸던 삼촌이 이번에는 달랐다.  

철저한 사전 조사와 어디서 구했는지 사업 자본까지 싹 준비해서 제대로 판을  

벌였다. 그러나 처음에는 순조로워 보이던 사업도 결국에는 경험 미숙으로 사업  

전체를 헐값에 팔게 되었고 삼촌과 그 가족들은 빚더미에 앉게 되었다.

　普段，無駄な一獲千金を口癖にし，むなしい夢だけを追っていた叔父が今回は違った。徹底的な
事前調査と，どこから調達したのか事業の資本まで全部準備し，本気で事業に取り掛かった。しか
し初めは順調に見えた事業も結局は経験不足で事業全体を安値で売ることになり , 叔父とその家族
は借金まみれになった。

판

A 依存名詞 場，場面，現場，所，板，型

J마당, 장：場／형편：都合／처지：立場　
❖ 판이 벌어지다：場が開く　❖ 판을 깨다：場をしらけさせる　　
❖ 판을 치다：勝手気ままに振る舞う　❖ 판에 박히다：型にはまる

헐값
[헐깝]

A安値，捨て値

J싼값, 싸구려：安値／저가：低価
L고가：高値／금값：金の値打ち　❖ 헐값에 내놓다：安値で出す
❖ 헐값에 사들이다[팔아넘기다]：安値で買い取る［売り払う］
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 가늠하다 ■ 납득하다 ■ 분분하다 ■ 모조리

영혼

A霊，霊魂

J혼, 넋：魂　L육체, 육신：肉体
❖ 영혼의 안식처：霊魂の安らぐ場所
❖ 영혼 불멸：霊魂不滅

　친구들과 이야기하던 중에 영혼을 믿는지에 대한 화제가 나왔다. 겁이 많은 

친구들은 처음에는 이야기하기를 좀 꺼렸지만 내가 들었던 경험담들을 줄곧  

이야기하자 흥미를 보이며 자신들의 경험에 대해서도 말하기 시작했다. 예를 들어  

가위에 눌린 이야기라든지 제사 때 할머니나 할아버지의 영혼을 봤다든지 하는  

이야기들 말이다.

　友人と話していた途中で，霊を信じているかどうかについての話題が出て来た。怖がりの友人た
ちは初めは話すのをためらったが，私が聞いた経験談を次々聞かせてあげると，興味を見せながら
自分たちの経験についても話し始めた。例えば金縛りにあった話だとか，祭祀の際におばあさんや
おじいさんの霊を見たとか，といった話である。

꺼리다

Sはばかる，ためらう，嫌がる

J기피하다, 피하다：避ける／회피하다：回避する
L가까이하다：近寄る　❖ 양심에 꺼리다：良心に逆らう
❖ 이목을 꺼리다：人目を気にする

줄곧

Fずっと

J내내：ずっと／끊임없이：絶えず／내리：終始 
❖ 줄곧 –아/어 있다：ずっと ～てある
❖ 줄곧 –고 있다：ひっきりなしに～ている

눌리다

S押される，抑圧される，圧倒される

J깔리다：敷かれる／꿀리다：不利になる／압도되다：圧倒される
❖ 기세[짐짝]에 눌리다：気迫［荷物］に押される
❖ 욕망에 눌리다：欲望にかられる

생태계

A生態系

J생물계：生物系／생태：生態
❖ 생태계 파괴：生態系の破壊　❖ 생태계 보존：生態系の保存
❖ 생태계를 조사하다：生態系を調査する

　산업 혁명 이후 무분별한 개발로 인해 생태계는 심각하게 파괴되었다. 그 영향이  

오존층의 파괴, 산성비, 스모그 현상, 중금속 중독, 기형 생물과 기형아들의 출생 등  

실질적인 형태로 나타나기 시작했다. 선개발 후복지를 지향했던 기존의 정책들을  

마냥 지켜보고 있을 수만은 없는 지경까지 왔다. 개인 차원에서 국가 차원까지 

폭넓은 계층의 적극적인 행동이 요구되는 상황이다.

　産業革命以後，無分別な開発によって生態系はひどく破壊された。その影響がオゾン層の破壊，
酸性雨，スモッグ現象，重金属の中毒，奇形生物と奇形児の出生など，実質的な形として現れ始
めた。先に開発，後に福祉を志向していた既存の政策などをただ見ているわけにはいかない境地
にまで来た。個人のレベルから国家のレベルまで，幅広い階層の積極的な行動が求められる状況
である。

기형

A奇形，奇異

❖ 기형적：奇形的
❖ 기형 물고기：奇形魚

지향하다

S志向する

J쏠리다：傾く／향하다：向かう　L지양하다：止揚する
❖ 평화를[안정을] 지향하다：平和を［安定を］志向する
❖ 이상을 지향하다：理想を志向する　❖ 미래 지향적：未来志向的

마냥

Fひたすら，ただ

J늘：常に／언제나：いつも／마음껏, 실컷, 진탕：思う存分　 
❖ 마냥 행복하다：ただ幸せである　❖ 마냥 즐겁다：楽しくてたまらない
❖ 마냥 걷다[기다리다]：ひたすら歩く［待つ］

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

거두절미	 《去頭截尾》
( 頭と尾を切る意で）細かい説明を省略して要点だけ述べる。 %

達成率

4

■ 검증하다 ■ 싹 ■ 판 ■ 헐값

영혼

A霊，霊魂

J혼, 넋：魂　L육체, 육신：肉体
❖ 영혼의 안식처：霊魂の安らぐ場所
❖ 영혼 불멸：霊魂不滅

　친구들과 이야기하던 중에 영혼을 믿는지에 대한 화제가 나왔다. 겁이 많은 

친구들은 처음에는 이야기하기를 좀 꺼렸지만 내가 들었던 경험담들을 줄곧  

이야기하자 흥미를 보이며 자신들의 경험에 대해서도 말하기 시작했다. 예를 들어  

가위에 눌린 이야기라든지 제사 때 할머니나 할아버지의 영혼을 봤다든지 하는  

이야기들 말이다.

　友人と話していた途中で，霊を信じているかどうかについての話題が出て来た。怖がりの友人た
ちは初めは話すのをためらったが，私が聞いた経験談を次々聞かせてあげると，興味を見せながら
自分たちの経験についても話し始めた。例えば金縛りにあった話だとか，祭祀の際におばあさんや
おじいさんの霊を見たとか，といった話である。

꺼리다

Sはばかる，ためらう，嫌がる

J기피하다, 피하다：避ける／회피하다：回避する
L가까이하다：近寄る　❖ 양심에 꺼리다：良心に逆らう
❖ 이목을 꺼리다：人目を気にする

줄곧

Fずっと

J내내：ずっと／끊임없이：絶えず／내리：終始 
❖ 줄곧 –아/어 있다：ずっと ～てある
❖ 줄곧 –고 있다：ひっきりなしに～ている

눌리다

S押される，抑圧される，圧倒される

J깔리다：敷かれる／꿀리다：不利になる／압도되다：圧倒される
❖ 기세[짐짝]에 눌리다：気迫［荷物］に押される
❖ 욕망에 눌리다：欲望にかられる

생태계

A生態系

J생물계：生物系／생태：生態
❖ 생태계 파괴：生態系の破壊　❖ 생태계 보존：生態系の保存
❖ 생태계를 조사하다：生態系を調査する

　산업 혁명 이후 무분별한 개발로 인해 생태계는 심각하게 파괴되었다. 그 영향이  

오존층의 파괴, 산성비, 스모그 현상, 중금속 중독, 기형 생물과 기형아들의 출생 등  

실질적인 형태로 나타나기 시작했다. 선개발 후복지를 지향했던 기존의 정책들을  

마냥 지켜보고 있을 수만은 없는 지경까지 왔다. 개인 차원에서 국가 차원까지 

폭넓은 계층의 적극적인 행동이 요구되는 상황이다.

　産業革命以後，無分別な開発によって生態系はひどく破壊された。その影響がオゾン層の破壊，
酸性雨，スモッグ現象，重金属の中毒，奇形生物と奇形児の出生など，実質的な形として現れ始
めた。先に開発，後に福祉を志向していた既存の政策などをただ見ているわけにはいかない境地
にまで来た。個人のレベルから国家のレベルまで，幅広い階層の積極的な行動が求められる状況
である。

기형

A奇形，奇異

❖ 기형적：奇形的
❖ 기형 물고기：奇形魚

지향하다

S志向する

J쏠리다：傾く／향하다：向かう　L지양하다：止揚する
❖ 평화를[안정을] 지향하다：平和を［安定を］志向する
❖ 이상을 지향하다：理想を志向する　❖ 미래 지향적：未来志向的

마냥

Fひたすら，ただ

J늘：常に／언제나：いつも／마음껏, 실컷, 진탕：思う存分　 
❖ 마냥 행복하다：ただ幸せである　❖ 마냥 즐겁다：楽しくてたまらない
❖ 마냥 걷다[기다리다]：ひたすら歩く［待つ］
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 영혼 ■ 꺼리다 ■ 줄곧 ■ 눌리다

꾸물대다

Sぐずぐずする，たじたじする

J꾸물거리다, 우물쭈물하다, 꾸물꾸물하다：ぐずぐずする／
미적거리다：のろのろする

　어릴 때 옆집에 살던 내 친구는 참 얌전하고 소극적인 아이였다. 다른 친구들이  

놀고 있으면 같이 놀고 싶다는 말을 못 하고 꾸물대기만 했다. 그 모습이 웬지 

처량해 보이기도 하고 안타까워 보이기도 해 늘 내 쪽에서 먼저 말을 걸었었다. 

　세월이 흘러 20년 만에 만난 그 친구는 영 딴 사람이 되어 있었다. 부끄러워  

꾸물대던 모습은 온데간데없고 모임의 주최까지 맡아서 했다.

　幼い頃隣に住んでいた私の友達は本当に大人しくて消極的な子だった。ほかの友達が遊んでいた
ら一緒に遊びたいと言えなくてぐずぐずするだけだった。その姿が何とももの寂しく見えたり，も
どかしくも見えたりして，いつも私のほうから先に話かけていた。
　歳月が経って 20 年ぶりに会ったその友達は，まったくの別人になっていた。恥ずかしくてもじ
もじしていた姿はどこにもなく，集まりの幹事まで引き受けていた。

처량하다

D哀れで寂しい，わびしい　F처량히：もの寂しく

J쓸쓸하다：寂しい／청승맞다：見苦しい／구슬프다：もの悲しい
❖ 처량한 신세[모습/노릇]：哀れな身［姿／役］

영

Fまったく，全然 《主に否定的な表現を伴う》

J전혀：全然／도무지：到底／당최：当初，全然
❖ 영 가망이 없다：全然見込みがない　❖ 영 다르다：まったく違う
❖ 영 소식이 없다：まったく便りがない

고갈되다

S枯渇する，枯れる　S고갈하다：枯れる

J메마르다：干からびている／바닥나다：底をつく／
다하다：尽きる／동나다：品切れになる，底をつく

❖ 물[자원]이 고갈되다：水［資源］がなくなる

　50년 동안 한 번도 마르지 않았던 저수지의 물이 계속되는 가뭄에 고갈되어 

바닥을 드러냈다. 시들어 버린 작물들과 짝짝 갈라진 논을 보는 농민들의 마음은  

한숨으로 가득하다. 가뭄을 해결해 줄 단비가 빨리 내려 작물들과 농민들이 생기를  

되찾기를 바란다.

　50 年間一度も乾いたことがなかった貯水池の水が長引く日照で枯れ果て，底を見せた。萎れて
しまった作物とバリバリ地割れの入った田んぼを見る農民たちはため息ばかりだ。日照を解決して
くれる恵みの雨が早く降って，作物と農民たちにも活気が戻ることを願う。

시들다

S萎れる ㄹ語幹

J지다：散る／쇠하다：衰える
❖ 꽃이 시들다：花が萎れる
❖ 시들시들하다：（話に）乗り気にならない，萎れて元気がない

생기

A生気，活気

J활기：活気／활력：活力 
❖ 생기가 넘치다[돌다/있다]：活気が溢れる［みなぎる／ある］
❖ 생기를 잃다：活気をなくす

방울

A鈴

❖ 방울 소리：鈴の音
❖ 방울이 울리다：鈴が鳴る
❖ 방울을 흔들다：鈴を振る

　어느 날, 쥐들이 모여 자기들에게 피해만 주는 고양이를 어떻게 처리할 것인지에  

대해 논의를 했다. 모두가 고민하고 있는 그때 한 쥐가 고양이 목에 방울을 달자고  

했다. 좋은 생각이었지만 누가 그 무서운 고양이의 목에 죽음을 감수하고 방울을  

달 수 있겠는가? 

　ある日，ネズミたちが集まって自分たちに被害ばかり与える猫をどう処理するかについて議論を
した。みんなが悩んでいるそのとき，一匹のネズミが猫の首に鈴をつけようと言った。良いアイディ
アだったが，誰があの恐ろしい猫の首に死を覚悟して鈴をつけられるだろうか。

감수하다

S（仕方なく）甘んじる，甘受する

❖ 고통[비난]을 감수하다：苦痛［非難］を甘んじて受け入れる
❖ 피해를[희생을] 감수하다：被害を［犠牲を］甘受する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

견원지간	 《犬猿之間》
犬猿の仲。仲の悪い関係。 %

達成率

5

■ 생태계 ■ 기형 ■ 지향하다 ■ 마냥

꾸물대다

Sぐずぐずする，たじたじする

J꾸물거리다, 우물쭈물하다, 꾸물꾸물하다：ぐずぐずする／
미적거리다：のろのろする

　어릴 때 옆집에 살던 내 친구는 참 얌전하고 소극적인 아이였다. 다른 친구들이  

놀고 있으면 같이 놀고 싶다는 말을 못 하고 꾸물대기만 했다. 그 모습이 웬지 

처량해 보이기도 하고 안타까워 보이기도 해 늘 내 쪽에서 먼저 말을 걸었었다. 

　세월이 흘러 20년 만에 만난 그 친구는 영 딴 사람이 되어 있었다. 부끄러워  

꾸물대던 모습은 온데간데없고 모임의 주최까지 맡아서 했다.

　幼い頃隣に住んでいた私の友達は本当に大人しくて消極的な子だった。ほかの友達が遊んでいた
ら一緒に遊びたいと言えなくてぐずぐずするだけだった。その姿が何とももの寂しく見えたり，も
どかしくも見えたりして，いつも私のほうから先に話かけていた。
　歳月が経って 20 年ぶりに会ったその友達は，まったくの別人になっていた。恥ずかしくてもじ
もじしていた姿はどこにもなく，集まりの幹事まで引き受けていた。

처량하다

D哀れで寂しい，わびしい　F처량히：もの寂しく

J쓸쓸하다：寂しい／청승맞다：見苦しい／구슬프다：もの悲しい
❖ 처량한 신세[모습/노릇]：哀れな身［姿／役］

영

Fまったく，全然 《主に否定的な表現を伴う》

J전혀：全然／도무지：到底／당최：当初，全然
❖ 영 가망이 없다：全然見込みがない　❖ 영 다르다：まったく違う
❖ 영 소식이 없다：まったく便りがない

고갈되다

S枯渇する，枯れる　S고갈하다：枯れる

J메마르다：干からびている／바닥나다：底をつく／
다하다：尽きる／동나다：品切れになる，底をつく

❖ 물[자원]이 고갈되다：水［資源］がなくなる

　50년 동안 한 번도 마르지 않았던 저수지의 물이 계속되는 가뭄에 고갈되어 

바닥을 드러냈다. 시들어 버린 작물들과 짝짝 갈라진 논을 보는 농민들의 마음은  

한숨으로 가득하다. 가뭄을 해결해 줄 단비가 빨리 내려 작물들과 농민들이 생기를  

되찾기를 바란다.

　50 年間一度も乾いたことがなかった貯水池の水が長引く日照で枯れ果て，底を見せた。萎れて
しまった作物とバリバリ地割れの入った田んぼを見る農民たちはため息ばかりだ。日照を解決して
くれる恵みの雨が早く降って，作物と農民たちにも活気が戻ることを願う。

시들다

S萎れる ㄹ語幹

J지다：散る／쇠하다：衰える
❖ 꽃이 시들다：花が萎れる
❖ 시들시들하다：（話に）乗り気にならない，萎れて元気がない

생기

A生気，活気

J활기：活気／활력：活力 
❖ 생기가 넘치다[돌다/있다]：活気が溢れる［みなぎる／ある］
❖ 생기를 잃다：活気をなくす

방울

A鈴

❖ 방울 소리：鈴の音
❖ 방울이 울리다：鈴が鳴る
❖ 방울을 흔들다：鈴を振る

　어느 날, 쥐들이 모여 자기들에게 피해만 주는 고양이를 어떻게 처리할 것인지에  

대해 논의를 했다. 모두가 고민하고 있는 그때 한 쥐가 고양이 목에 방울을 달자고  

했다. 좋은 생각이었지만 누가 그 무서운 고양이의 목에 죽음을 감수하고 방울을  

달 수 있겠는가? 

　ある日，ネズミたちが集まって自分たちに被害ばかり与える猫をどう処理するかについて議論を
した。みんなが悩んでいるそのとき，一匹のネズミが猫の首に鈴をつけようと言った。良いアイディ
アだったが，誰があの恐ろしい猫の首に死を覚悟して鈴をつけられるだろうか。

감수하다

S（仕方なく）甘んじる，甘受する

❖ 고통[비난]을 감수하다：苦痛［非難］を甘んじて受け入れる
❖ 피해를[희생을] 감수하다：被害を［犠牲を］甘受する
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　日本語を韓国語にしてください。（わからなかった単語は戻って再チェック！）

001 業績 （                      ）

002 斬新だ （                      ）

003 眼識 （                      ）

004 度々 （                      ）

005 達成する （                      ）

006 迫る，差し迫る（                      ）

007 繰り返す （                      ）

008 突破口 （                      ）

009 歪曲される （                      ）

010 制定する （                      ）

011 ぶっ通し （                      ）

012 補完する （                      ）

013 すっきりする （                      ）

014 かすめる （                      ）

015 競う （                      ）

016 選抜される （                      ）

017 見計らう （                      ）

018 納得する （                      ）

019 まちまちである（                      ）

020 全部，すべて （                      ）

021 検証する （                      ）

022 さっと，全部 （                      ）

023 場面，現場，型 （                      ）

024 安値，捨て値 （                      ）

025 霊，霊魂 （                      ）

026 はばかる （                      ）

027 ずっと （                      ）

028 抑圧される （                      ）

029 生態系 （                      ）

030 奇形 （                      ）

031 志向する （                      ）

032 ひたすら，ただ（                      ）

033 ぐずぐずする （                      ）

034 哀れで寂しい （                      ）

035 まったく，全然（                      ）

036 枯渇する （                      ）

037 萎れる （                      ）

038 生気，活気 （                      ）

039 鈴 （                      ）

040 甘受する （                      ）

22

001-040までの復習
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▶慣用句
가닥을 잡다 （事件解決の）糸口を掴む，手がかりを掴む

가슴이 방망이질하다 胸がドキドキする

가슴이 뜨끔하다 悪いことや秘密がばれ，良心の呵責を感じる，
ぎくりと胸にこたえる

능청을 떨다［부리다］ そ知らぬふりをする，とぼける

가슴이 찢어지다 悲しみや悔しさで胸が張り裂けそうだ

▶諺
가뭄에 콩 나듯 하다  滅多にないこと

가재는 게 편 自分と似た状況や立場の人の味方をすること

강 건너 불 보듯［구경］   対岸の火事

계란으로 바위 치기 いくらやっても勝算がない

고생 끝에 낙이 온다 苦あれば楽あり
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001-040練習問題

가늠하다 달성하다 참신하다 시들다 닥치다

거듭하다 왜곡되다 겨루다 보완하다 납득하다

분분하다 헐값 꺼리다 눌리다 지향하다

마냥 꾸물대다 고갈되다 감수하다 꼬박

■下線部には以下のいずれかの語が入ります。前後の文脈を読み，適切な形にして
文章を完成させましょう。（解答：p.292）

1. 아이디어는 괜찮으니까 체크한 부분의 내용을 좀 더 (으)면 
문제 없을 것 같습니다. 

2. 2주일 동안 출장을 다녀왔더니 집에 있던 화분의 꽃들이 전부 
아/어 버렸다. 

3. 동생들과도 싸움 한 번 한 적이 없는 아이인데 같은 반 친구를  
때렸다고 해서 깜짝 놀랐다. 사정을 듣고 나니 아이의 행동을  
조금이나마 (으)ㄹ 수 있었다. 

4. 비용과 시간이 얼마나 들지 처음 하는 일이라서 기  
힘듭니다. 

5. 나는 성격이 급해서 뭐든지 빨리빨리 해야 직성이 풀리는데  
동생은 나와 정반대로 느긋하다. 그래서 동생이 뭔 일을 할 때 

(으)ㄴ/는 모습을 보면 화가 날 때도 있다. 

6. 이번 달 판매량을 가장 먼저 (으)ㄴ/는 사람에게는 특별 
보너스가 지급됩니다. 

7. 소문의 진위 여부를 놓고 관계자들 사이에서도 의견이 
(스)ㅂ니다. 

8. 지금 출발하지 않으면 늦을 텐데 민수 씨가 올 때까지  
기다릴 수는 없습니다. 
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001-040練習問題

9. 다른 사람에게 말을 전할 때는 들은 그대로 말해야지 괜히 내  
의견을 덧붙였다가는 사실이 기 십상이다. 

10. 우리 반에 조금 특이한 아이가 전학을 왔다. 모든 아이들이 그 아이와  
같이 앉기를 아/어서 내가 같이 앉겠다고 했다. 

11. 비싸서 계속 못 사고 있었는데 우연히 폐업을 하는 가게에  
갔더니 있는 게 아닌가. 새 물건인데 정말 에 잘 샀다. 

12. 지금처럼 자원을 펑펑 쓰다가는 얼마 안 가 자원이 아/어 
언젠가 우리 후손들은 자원 전쟁을 일으키게 될지도 모른다. 

13. 에디슨은 실패를 두려워하지 않고 많은 실패를 (으)ㄴ/는 
끝에 전구를 발명했다. 

14. 아침에 밥을 먹고 나서  8시간을 아무것도 하지 않고  
공부만 했다. 

15. 아이폰이 처음 세상에 나왔을 때 사람들은 기존 제품들과는 전혀 
다른 (으)ㄴ/는 디자인에 깜짝 놀랐었다. 

16. 정글 탐험을 하면서 안전한 여행을 기대하기는 힘들다. 탐험을  
위해서는 어느 정도의 위험은 아/어야 한다. 

17. 가방에 주먹밥을 넣어 놨는데 짐이 너무 많아서 그런지 아/어서  
납작해졌다. 

18. 저는 게을러서 미리 일을 해 놓는 법이 없어요. 마감 시간이 
(으)면 그때서야 시작을 합니다. 

19. 올림픽은 4년 동안 선수들이 갈고 닦아온 실력을 (으)ㄴ/는 
자리입니다. 

20. 상대방의 나쁜 점을 보기보다는 장점을 먼저 보고 본받아 긍정적인 
방향으로 일을 추진하는 것이 우리가 아/어야 할 바이다.
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 꾸물대다 ■ 처량하다 ■ 영 ■ 고갈되다

으레

F決まって，いつも

J당연히：当然／언제나：いつも／마땅히：当たり前に／
응당：必ず，当然 

❖ 으레 그러려니 하다：決まってそうだろうと思う 

　오랜만에 아이들을 데리고 고향집에 내려갔다. 개울가에서 놀고 있는 동네 

아이들을 보고 있자니 어릴 때가 생각났다. 

　방과 후에는 으레 친구들과 같이 개울가로 놀러 가곤 했는데……. 목이 좋은 

곳에 그물을 쳐 놓고 물장난도 치고 곤충도 잡으면서 시간을 보내다 해가 떨어질  

때쯤에 그물을 거둬 집에 돌아갔었다. 가끔 감당할 수 없을 만큼 많은 양의  

물고기가 잡히면 품 한 가득 안고 가기도 하고 아쉽지만 나중을 위해 놓아 주기도  

했었는데……. 

　오랜만에 그 시절을 떠올리면서 아이들과 개울가로 놀러 가 봐야겠다.

　久しぶりに子供たちを連れて故郷に帰った。川辺で遊んでいる村の子供たちを見ていると幼い頃
が思い出された。
　放課後には決まって友達と一緒に川辺に遊びに行ったりしたな…。要所に網をかけておき，水遊
びもしたり，昆虫も捕ったりしながら時間を過ごし，日が沈むころに網をあげて家に帰った。たま
に手に余るほど大量の魚が捕れたら，（抱えきれないほど）懐いっぱい持って帰ったり，もったいな
いけど後々のために逃がしてあげたりもしていたな…。
　久しぶりにあの頃を思い浮かべながら，子供たちと川辺に遊びに行ってみたい。

치다

S張る，つる

J두르다：巻く，囲む／펴다：敷く
L걷다：巻き上げる／벗기다：剥ぐ　❖ 진을 치다：陣を張る，陣取る
❖ 담을 치다：垣を巡らす　❖ 칸막이를 치다：仕切りを立てる　

감당하다

S耐える，勤まる

J처리하다：処理する／해내다：成し遂げる
❖ 뒷감당을 하다：後始末をする　❖ 감당이 안 되다：耐えられない
❖ 감당을 못하다：耐えられない　❖ 감당하기 어렵다：耐え難い

품

A懐，幅

J가슴：胸
❖ 품이 넉넉하다：幅にゆとりがある　❖ 품에 안기다：胸に抱かれる 
❖ 칼을 품에 품다：ナイフを胸に隠す

꿰다

S（串などに）挿す，（糸やひもを）通す，精通している

J꽂다：挿す／꿰뚫다：通す
❖ 꼬챙이에 꿰다：串にさす　❖ 실에 꿰다：糸にさす
❖ 줄줄 꿰고 있다：詳細に知っている

　주식을 시작했다고 말하면 모두 주식도 공부가 필요하다고 나에게 충고하곤 

한다. 투자하려고 하는 주식에 대한 정보는 물론 한국 경제와 세계 경제의 흐름을  

환히 꿰고 있어야 한다고 말이다. 그래서 방대한 양의 정보를 혼자서 정리하고  

공부하기에는 한계가 있는 것 같아 정보를 공유하고 같이 공부하는 모임을  

만들어 운영하고 있다. 

　株を始めたと言うと，皆，株も勉強が必要だと私に忠告してくる。投資しようとする株について
の情報はもちろんのこと，韓国経済と世界経済の流れにくまなく精通していないといけないそうだ。
そこで膨大な量の情報をひとりで整理して勉強するには限界があると思い，情報を共有する勉強会
を作って運営している。

방대하다

D膨大だ

J막대하다：莫大だ／거대하다：巨大だ 
❖ 방대한 규모[범위]：膨大な規模［範囲］
❖ 조직이 방대하다：組織が膨大だ

한계

A限界，リミット，境

J범위：範囲／제한：制限／한도：限度／경계：警戒
❖ 한계를 극복하다[정하다/넘다]：限界を克服する［決める／超える］
❖ 한계에 다다르다[부딪히다]：限界に至る［ぶつかる］

공유하다

S共有する

L독점하다：独占する／독차지하다：独り占めする
❖ 정보를 공유하다：情報を共有する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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%

達成率

6

四 熟字 語

결초보은	 《結草報恩》
決して忘れずに恩返しをする。

■ 시들다 ■ 생기 ■ 방울 ■ 감수하다

으레

F決まって，いつも

J당연히：当然／언제나：いつも／마땅히：当たり前に／
응당：必ず，当然 

❖ 으레 그러려니 하다：決まってそうだろうと思う 

　오랜만에 아이들을 데리고 고향집에 내려갔다. 개울가에서 놀고 있는 동네 

아이들을 보고 있자니 어릴 때가 생각났다. 

　방과 후에는 으레 친구들과 같이 개울가로 놀러 가곤 했는데……. 목이 좋은 

곳에 그물을 쳐 놓고 물장난도 치고 곤충도 잡으면서 시간을 보내다 해가 떨어질  

때쯤에 그물을 거둬 집에 돌아갔었다. 가끔 감당할 수 없을 만큼 많은 양의  

물고기가 잡히면 품 한 가득 안고 가기도 하고 아쉽지만 나중을 위해 놓아 주기도  

했었는데……. 

　오랜만에 그 시절을 떠올리면서 아이들과 개울가로 놀러 가 봐야겠다.

　久しぶりに子供たちを連れて故郷に帰った。川辺で遊んでいる村の子供たちを見ていると幼い頃
が思い出された。
　放課後には決まって友達と一緒に川辺に遊びに行ったりしたな…。要所に網をかけておき，水遊
びもしたり，昆虫も捕ったりしながら時間を過ごし，日が沈むころに網をあげて家に帰った。たま
に手に余るほど大量の魚が捕れたら，（抱えきれないほど）懐いっぱい持って帰ったり，もったいな
いけど後々のために逃がしてあげたりもしていたな…。
　久しぶりにあの頃を思い浮かべながら，子供たちと川辺に遊びに行ってみたい。

치다

S張る，つる

J두르다：巻く，囲む／펴다：敷く
L걷다：巻き上げる／벗기다：剥ぐ　❖ 진을 치다：陣を張る，陣取る
❖ 담을 치다：垣を巡らす　❖ 칸막이를 치다：仕切りを立てる　

감당하다

S耐える，勤まる

J처리하다：処理する／해내다：成し遂げる
❖ 뒷감당을 하다：後始末をする　❖ 감당이 안 되다：耐えられない
❖ 감당을 못하다：耐えられない　❖ 감당하기 어렵다：耐え難い

품

A懐，幅

J가슴：胸
❖ 품이 넉넉하다：幅にゆとりがある　❖ 품에 안기다：胸に抱かれる 
❖ 칼을 품에 품다：ナイフを胸に隠す

꿰다

S（串などに）挿す，（糸やひもを）通す，精通している

J꽂다：挿す／꿰뚫다：通す
❖ 꼬챙이에 꿰다：串にさす　❖ 실에 꿰다：糸にさす
❖ 줄줄 꿰고 있다：詳細に知っている

　주식을 시작했다고 말하면 모두 주식도 공부가 필요하다고 나에게 충고하곤 

한다. 투자하려고 하는 주식에 대한 정보는 물론 한국 경제와 세계 경제의 흐름을  

환히 꿰고 있어야 한다고 말이다. 그래서 방대한 양의 정보를 혼자서 정리하고  

공부하기에는 한계가 있는 것 같아 정보를 공유하고 같이 공부하는 모임을  

만들어 운영하고 있다. 

　株を始めたと言うと，皆，株も勉強が必要だと私に忠告してくる。投資しようとする株について
の情報はもちろんのこと，韓国経済と世界経済の流れにくまなく精通していないといけないそうだ。
そこで膨大な量の情報をひとりで整理して勉強するには限界があると思い，情報を共有する勉強会
を作って運営している。

방대하다

D膨大だ

J막대하다：莫大だ／거대하다：巨大だ 
❖ 방대한 규모[범위]：膨大な規模［範囲］
❖ 조직이 방대하다：組織が膨大だ

한계

A限界，リミット，境

J범위：範囲／제한：制限／한도：限度／경계：警戒
❖ 한계를 극복하다[정하다/넘다]：限界を克服する［決める／超える］
❖ 한계에 다다르다[부딪히다]：限界に至る［ぶつかる］

공유하다

S共有する

L독점하다：独占する／독차지하다：独り占めする
❖ 정보를 공유하다：情報を共有する
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 으레 ■ 치다 ■ 감당하다 ■ 품

분포

A分布

❖ 자원의 분포：資源の分布　❖ 분포도：分布図 
❖ 지역 분포：地域分布

　현재 한국의 인구 피라미드의 추이를 보면 노년층이 압도적으로 많은 분포를 

보이는 초고령화 사회로 진입하고 있다. 낮은 출산율로 부양층이 줄어들고 있는  

가운데 나이를 이유로 노련한 장년의 기술자들이 그 기술을 썩히고 있다. 그들에게  

다시 일할 수 있는 계기를 만들어 주는 것도 앞으로 사회가 해결해 가야 할 문제  

중 하나다.

　現在韓国の人口ピラミッドの推移を見ると，老年層が圧倒的に多い分布を見せる超高齢化社会に
突入している。低い出生率で扶養層が減っている中，年齢を理由に経験豊富な壮年の技術者たちが
その技術を生かせていない。彼らに再び仕事ができるきっかけを作ってあげることも，これから社
会が解決して行かなければならない問題のひとつである。

진입하다
[지ː니파다]

S進入する，突入する

J들어가다：入る　❖ 적진으로 진입하다：敵陣に進入する
❖ 시가지로 진입하다：市街地に進入する　❖ 궤도 진입：軌道進入
❖ 진입 성공[작전]：進入成功［作戦］

노련하다

D熟練である，経験豊富である，ベテランだ

J능숙하다：熟練して上手だ／익숙하다：慣れている／
능란하다：巧みだ，熟達している　L미숙하다：未熟だ

❖ 노련한 솜씨[전문가]：熟練した腕前［専門家］ ❖ 노련미：熟練美

계기

Aきっかけ，契機

J동기：動機
❖ 계기로 삼다：きっかけとする　❖ 계기가 되다：きっかけになる
❖ 계기를 마련하다：きっかけを設ける

기피하다

S避ける，忌避する

J꺼리다：はばかる／회피하다：回避する／모면하다：免れる
❖ 병역을 기피하다：兵役を免れる　❖ 투자를 기피하다：投資を避ける
❖ 대인 기피증：対人恐怖症

　아이돌 중에는 인기를 잃을까 두려워 군대에 가기를 기피하는 경우가 있었다.  

그러나 최근에는 제대한 후에도 입대 전 못지않게 많은 인기를 얻으며 활동을 

하고 있는 연예인들을 많이 볼 수 있다. 오히려 군대에 있는 기간을 재충전의 

기회로 삼고 알차게 보내는 경우들도 늘고 있다. 

　アイドルの中には人気を失うのを恐れて軍隊に行くのを避けるケースがあった。しかし最近は除
隊した後も入隊前に劣らないほど多くの人気を得て活動をしている芸能人たちが数多く見られる。
むしろ軍隊にいる期間をリフレッシュのチャンスと捉えて有意義に過ごすケースも増えている。

제대하다

S除隊する

J전역하다：軍隊で他の兵役に転ずる／퇴역하다：退役する
L입대하다：入隊する／입영하다：入営する
❖ 불명예 제대：不名誉除隊

못지않다
[몯ː찌안타]

Dひけをとらない，劣らない，遜色ない 《못지아니하다の縮約形》

❖ 노래 실력이 가수 못지않다：歌の実力が歌手と遜色がない
❖ 전문가 못지않다：専門家並みだ

알차다

D充実している

J실하다：ぎっしり詰まっている　L비다：空く
❖ 내용이 알차다：内容が充実している　❖ 알찬 방학：充実した休み
❖ 속이 알찬 사람：しっかりしている人

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

경거망동	 《輕擧妄動》
軽挙妄動。深く考えずに軽率に行動する。 %

達成率

7

■ 꿰다 ■ 방대하다 ■ 한계 ■ 공유하다

분포

A分布

❖ 자원의 분포：資源の分布　❖ 분포도：分布図 
❖ 지역 분포：地域分布

　현재 한국의 인구 피라미드의 추이를 보면 노년층이 압도적으로 많은 분포를 

보이는 초고령화 사회로 진입하고 있다. 낮은 출산율로 부양층이 줄어들고 있는  

가운데 나이를 이유로 노련한 장년의 기술자들이 그 기술을 썩히고 있다. 그들에게  

다시 일할 수 있는 계기를 만들어 주는 것도 앞으로 사회가 해결해 가야 할 문제  

중 하나다.

　現在韓国の人口ピラミッドの推移を見ると，老年層が圧倒的に多い分布を見せる超高齢化社会に
突入している。低い出生率で扶養層が減っている中，年齢を理由に経験豊富な壮年の技術者たちが
その技術を生かせていない。彼らに再び仕事ができるきっかけを作ってあげることも，これから社
会が解決して行かなければならない問題のひとつである。

진입하다
[지ː니파다]

S進入する，突入する

J들어가다：入る　❖ 적진으로 진입하다：敵陣に進入する
❖ 시가지로 진입하다：市街地に進入する　❖ 궤도 진입：軌道進入
❖ 진입 성공[작전]：進入成功［作戦］

노련하다

D熟練である，経験豊富である，ベテランだ

J능숙하다：熟練して上手だ／익숙하다：慣れている／
능란하다：巧みだ，熟達している　L미숙하다：未熟だ

❖ 노련한 솜씨[전문가]：熟練した腕前［専門家］ ❖ 노련미：熟練美

계기

Aきっかけ，契機

J동기：動機
❖ 계기로 삼다：きっかけとする　❖ 계기가 되다：きっかけになる
❖ 계기를 마련하다：きっかけを設ける

기피하다

S避ける，忌避する

J꺼리다：はばかる／회피하다：回避する／모면하다：免れる
❖ 병역을 기피하다：兵役を免れる　❖ 투자를 기피하다：投資を避ける
❖ 대인 기피증：対人恐怖症

　아이돌 중에는 인기를 잃을까 두려워 군대에 가기를 기피하는 경우가 있었다.  

그러나 최근에는 제대한 후에도 입대 전 못지않게 많은 인기를 얻으며 활동을 

하고 있는 연예인들을 많이 볼 수 있다. 오히려 군대에 있는 기간을 재충전의 

기회로 삼고 알차게 보내는 경우들도 늘고 있다. 

　アイドルの中には人気を失うのを恐れて軍隊に行くのを避けるケースがあった。しかし最近は除
隊した後も入隊前に劣らないほど多くの人気を得て活動をしている芸能人たちが数多く見られる。
むしろ軍隊にいる期間をリフレッシュのチャンスと捉えて有意義に過ごすケースも増えている。

제대하다

S除隊する

J전역하다：軍隊で他の兵役に転ずる／퇴역하다：退役する
L입대하다：入隊する／입영하다：入営する
❖ 불명예 제대：不名誉除隊

못지않다
[몯ː찌안타]

Dひけをとらない，劣らない，遜色ない 《못지아니하다の縮約形》

❖ 노래 실력이 가수 못지않다：歌の実力が歌手と遜色がない
❖ 전문가 못지않다：専門家並みだ

알차다

D充実している

J실하다：ぎっしり詰まっている　L비다：空く
❖ 내용이 알차다：内容が充実している　❖ 알찬 방학：充実した休み
❖ 속이 알찬 사람：しっかりしている人
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 분포 ■ 진입하다 ■ 노련하다 ■ 계기

유치하다

S誘致する　S유치되다：誘致される

❖ 외자를[자본을] 유치하다：外資を［資本を］誘致する
❖ 자국에 유치하다：自国に誘致する
❖ 공장 유치：工場誘致

　2018년 평창 동계 올림픽을 유치하기 위해서 많은 유명 인사들과 선수들이 

노력을 했다. 이번 유치가 가능했던 것은 2번의 실패에도 불구하고 포기하지  

않았던 사람들의 강한 의지 때문이었다. 그들의 노력으로 한국은 경쟁국과의 격차를  

좁힐 수 있었고 결국에는 경쟁국을 앞질러 유치에 성공할 수 있게 되었다.

 2018 年ピョンチャン（平昌）冬季オリンピックを誘致するために多くの有名人と選手らが力を尽
くした。今回の誘致が可能になったのは，2 度の失敗にも関わらず，諦めなかった人々の強い意志
があったからだった。彼らの努力で韓国はライバル国との差を縮めることができたし，ついにはラ
イバル国を追い越し，誘致に成功することができた。

격차

A格差，差

J틈：隙間／간격：間隔　❖ 소득[빈부] 격차：所得［貧富］の格差 
❖ 격차를 줄이다：格差を減らす　❖ 격차가 심하다：格差がひどい
❖ 격차가 좁혀지다[벌어지다]：格差が狭まる［広がる］

앞지르다

S追い越す 르変

J능가하다：超える／추월하다：追い越す　L뒤처지다：遅れる
❖ 지름길로 앞질러 가다：近道で追い越す
❖ 앞질러 대답하다：先走って答える

끼/끼니

A食，食事

J식사：食事／밥：ご飯 
❖ 끼니를 거르다[때우다]：食事を抜く［適当に済ませる］
❖ 삼시 세 끼：朝昼夕 3度の食事

　너무나도 가난해서 아이를 학원에 보내기는커녕 끼니를 챙겨 먹이는 것만으로도  

힘에 부치는 가정이 늘어나는 추세다. 하루 한 끼라도 배불리 먹었으면 좋겠다고  

말하는 아이들에게는 하루하루 살아가는 것이 고달프기만 하다. 이런 저소득  

아동들에게 정부는 아이들이 꿈을 갖고 자신의 꿈을 향해 날아오를 수 있도록  

무료 급식과 방과후 교실을 운영하기로 했다. 또한 아이들을 지도할 우수한  

교사를 육성하기 위한 교육 과정도 국가 지원 사업으로 시행할 계획이라 발표했다.

　あまりにも貧しくて，子供を塾に行かせるどころかご飯をきちんと食べさせることさえままなら
ない家庭が増えていく傾向にある。一日一食でもお腹いっぱい食べたいと言う子供たちには，日々
の暮らしがしんどいだけだ。このような低所得の児童たちに，政府は子供たちが夢を持って自分の
夢に向かって飛び立っていけるように，無料の給食と放課後の授業を運営することにした。また，
子供たちを指導する優秀な教師を育成するための教育過程も，国家の支援事業として施行する計画
であると発表した。

추세

A動向，流れ，傾向，趨
すうせい

勢，トレンド

J경향：傾向／대세：大勢／흐름：流れ 
❖ 세계적 추세：世界の流れ　❖ 추세를 보이다：傾向を見せる
❖ 증가[감소/하락] 추세：増加［減少／下落］傾向

날아오르다

S飛び上がる，飛び立つ 르変

❖ 하늘로 날아오르다：空へ飛び上がる
❖ 솟구치듯 날아오르다：勢いよく跳ね上がる

육성하다

S育成する　S육성되다：育成される

J기르다：育てる／양성하다：養成する
❖ 지도자를 육성하다：指導者を育成する
❖ 중소기업을 육성하다：中小企業を育成する

시행하다

S施行する

J행하다：行う／치르다, 실시하다：実施する
❖ 작전[시험/개혁]을 시행하다：作戦［試験／改革］を施行する
❖ 개정된 법률을 시행하다：改定した法律を施行する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

경국지색	 《傾國之色》
国の中で一番の美人，絶世の美人。 %

達成率

8

■ 기피하다 ■ 제대하다 ■ 못지않다 ■ 알차다

유치하다

S誘致する　S유치되다：誘致される

❖ 외자를[자본을] 유치하다：外資を［資本を］誘致する
❖ 자국에 유치하다：自国に誘致する
❖ 공장 유치：工場誘致

　2018년 평창 동계 올림픽을 유치하기 위해서 많은 유명 인사들과 선수들이 

노력을 했다. 이번 유치가 가능했던 것은 2번의 실패에도 불구하고 포기하지  

않았던 사람들의 강한 의지 때문이었다. 그들의 노력으로 한국은 경쟁국과의 격차를  

좁힐 수 있었고 결국에는 경쟁국을 앞질러 유치에 성공할 수 있게 되었다.

 2018 年ピョンチャン（平昌）冬季オリンピックを誘致するために多くの有名人と選手らが力を尽
くした。今回の誘致が可能になったのは，2 度の失敗にも関わらず，諦めなかった人々の強い意志
があったからだった。彼らの努力で韓国はライバル国との差を縮めることができたし，ついにはラ
イバル国を追い越し，誘致に成功することができた。

격차

A格差，差

J틈：隙間／간격：間隔　❖ 소득[빈부] 격차：所得［貧富］の格差 
❖ 격차를 줄이다：格差を減らす　❖ 격차가 심하다：格差がひどい
❖ 격차가 좁혀지다[벌어지다]：格差が狭まる［広がる］

앞지르다

S追い越す 르変

J능가하다：超える／추월하다：追い越す　L뒤처지다：遅れる
❖ 지름길로 앞질러 가다：近道で追い越す
❖ 앞질러 대답하다：先走って答える

끼/끼니

A食，食事

J식사：食事／밥：ご飯 
❖ 끼니를 거르다[때우다]：食事を抜く［適当に済ませる］
❖ 삼시 세 끼：朝昼夕 3度の食事

　너무나도 가난해서 아이를 학원에 보내기는커녕 끼니를 챙겨 먹이는 것만으로도  

힘에 부치는 가정이 늘어나는 추세다. 하루 한 끼라도 배불리 먹었으면 좋겠다고  

말하는 아이들에게는 하루하루 살아가는 것이 고달프기만 하다. 이런 저소득  

아동들에게 정부는 아이들이 꿈을 갖고 자신의 꿈을 향해 날아오를 수 있도록  

무료 급식과 방과후 교실을 운영하기로 했다. 또한 아이들을 지도할 우수한  

교사를 육성하기 위한 교육 과정도 국가 지원 사업으로 시행할 계획이라 발표했다.

　あまりにも貧しくて，子供を塾に行かせるどころかご飯をきちんと食べさせることさえままなら
ない家庭が増えていく傾向にある。一日一食でもお腹いっぱい食べたいと言う子供たちには，日々
の暮らしがしんどいだけだ。このような低所得の児童たちに，政府は子供たちが夢を持って自分の
夢に向かって飛び立っていけるように，無料の給食と放課後の授業を運営することにした。また，
子供たちを指導する優秀な教師を育成するための教育過程も，国家の支援事業として施行する計画
であると発表した。

추세

A動向，流れ，傾向，趨
すうせい

勢，トレンド

J경향：傾向／대세：大勢／흐름：流れ 
❖ 세계적 추세：世界の流れ　❖ 추세를 보이다：傾向を見せる
❖ 증가[감소/하락] 추세：増加［減少／下落］傾向

날아오르다

S飛び上がる，飛び立つ 르変

❖ 하늘로 날아오르다：空へ飛び上がる
❖ 솟구치듯 날아오르다：勢いよく跳ね上がる

육성하다

S育成する　S육성되다：育成される

J기르다：育てる／양성하다：養成する
❖ 지도자를 육성하다：指導者を育成する
❖ 중소기업을 육성하다：中小企業を育成する

시행하다

S施行する

J행하다：行う／치르다, 실시하다：実施する
❖ 작전[시험/개혁]을 시행하다：作戦［試験／改革］を施行する
❖ 개정된 법률을 시행하다：改定した法律を施行する
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 유치하다 ■ 격차 ■ 앞지르다 ■ 끼/끼니

슬그머니

Fこっそりと，そっと

J살며시：そっと／슬쩍：こっそりと／남몰래：密かに／
넌지시：それとなく／가만히：そっと 

❖ 슬그머니 달아나다[사라지다]：そっと逃げる［消える］

　한창 사춘기를 겪고 있는 남동생이 어떤 생각을 하고 있는지 갑자기 궁금해졌다.  

동생이 텔레비전을 보고 있을 때 슬그머니 동생 방으로 들어가 일기를 훔쳐봤다.  

일기에는 동생의 일상이 생생하게 쓰여 있어 그 나이 때의 내가 떠올라 동생이  

귀엽게만 느껴졌다. 그리고 한층 더 동생을 이해하게 된 듯한 느낌이 들었다.  

일기를 제자리에 잘 돌려 놓고 아무 일도 없었던 것처럼 태연하게 동생과  

이야기를 나누러 갔다.

　思春期の真っただ中にいる弟が何を考えているのか急に気になってきた。弟がテレビを見ている
とき，そっと弟の部屋に入って日記を盗み見た。日記には弟の日常が生々しく書かれており，その
年頃の自分が思い出されて弟が可愛くてたまらなかった。そしてより一層弟を理解したような気が
した。日記を元の場所に戻しておき，何事もなかったかのように平然と弟と話をしに行った。

훔쳐보다

S覗きみる

J들여다보다：覗く／염탐하다：探る／엿보다：盗み見る
❖ 옆모습을 훔쳐보다：横顔を覗き見る 
❖ 휴대 전화를 훔쳐보다：携帯電話を盗み見る

생생하다

D生々しい，生き生きしている　F생생히：生き生きと

J팔팔하다：ぴんぴんしている／쌩쌩하다：ぴちぴちしている／
생기발랄하다：元気はつらつだ／선명하다：鮮明だ

L희미하다：ぼんやりしている　❖ 생생한 증언：生々しい証言

태연하다

D泰然としている，平然としている　F태연히：平然と

J태평하다：呑気でいる／천연덕스럽다：平然としている／
태연스럽다：平気でいる　L당황하다：うろたえる，狼狽する

❖ 태연하게 행동하다：平然と行動する

상장하다

S上場する

❖ 거래소에 상장하다：取引先に上場する
❖ 상장을 추진하다：上場を推進する
❖ 비상장 업체：非上場企業　❖ 상장주：上場株

　우리 회사는 발표하는 상품마다 성공해 이번에 사업 확장을 하기로 했다. 

그 자금을 조달하기 위해 주식을 상장하기로 결정, 주식 공모를 3월에 시작하기로  

했다. 그러나 최근 5년 간의 사업 실적이 좋았으므로 막대한 자금이 회사에 유입될  

것이라는 긍정적인 목소리도 있는 한편 아직은 시기상조라며 좀 더 신중하게  

결정해야 한다는 견해도 있다.

　うちの会社は製品を発表するたびに成功を収め，今回事業を拡張することにした。その資金を調
達するために株式を上場することに決定し，株式の公募を 3 月に始めることとした。しかし，こ
こ 5 年間の事業実績が良かったので莫大な資金が会社に流れ込むだろうという肯定的な声もある
一方，まだ時期尚早だからもう少し慎重に決めなければならないという見方もある。

공모

A公募

J모집：募集／공개 모집：公開募集
❖ 공모전：公募展　❖ 공모 펀드：公募ファンド
❖ 공모에 입선하다：公募に入選する

막대하다

D莫大だ，甚大だ

J엄청나다：はなはだしい／어마어마하다：ものすごい
❖ 막대한 지장[손실]：甚大な支障［損失］
❖ 영향이 막대하다：影響が莫大だ

견해

A見解，見方

J생각：考え／의사：意思／의견：意見／의향：意向／소견：所見 
❖ 견해 차이：見解の違い　❖ 견해를 밝히다：見解を明かす
❖ 견해를 달리하다：見解を異にする 

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

고진감래	 《苦盡甘來》
苦しみ尽きて幸福が訪れる。 %

達成率

9

■ 추세 ■ 날아오르다 ■ 육성하다 ■ 시행하다

슬그머니

Fこっそりと，そっと

J살며시：そっと／슬쩍：こっそりと／남몰래：密かに／
넌지시：それとなく／가만히：そっと 

❖ 슬그머니 달아나다[사라지다]：そっと逃げる［消える］

　한창 사춘기를 겪고 있는 남동생이 어떤 생각을 하고 있는지 갑자기 궁금해졌다.  

동생이 텔레비전을 보고 있을 때 슬그머니 동생 방으로 들어가 일기를 훔쳐봤다.  

일기에는 동생의 일상이 생생하게 쓰여 있어 그 나이 때의 내가 떠올라 동생이  

귀엽게만 느껴졌다. 그리고 한층 더 동생을 이해하게 된 듯한 느낌이 들었다.  

일기를 제자리에 잘 돌려 놓고 아무 일도 없었던 것처럼 태연하게 동생과  

이야기를 나누러 갔다.

　思春期の真っただ中にいる弟が何を考えているのか急に気になってきた。弟がテレビを見ている
とき，そっと弟の部屋に入って日記を盗み見た。日記には弟の日常が生々しく書かれており，その
年頃の自分が思い出されて弟が可愛くてたまらなかった。そしてより一層弟を理解したような気が
した。日記を元の場所に戻しておき，何事もなかったかのように平然と弟と話をしに行った。

훔쳐보다

S覗きみる

J들여다보다：覗く／염탐하다：探る／엿보다：盗み見る
❖ 옆모습을 훔쳐보다：横顔を覗き見る 
❖ 휴대 전화를 훔쳐보다：携帯電話を盗み見る

생생하다

D生々しい，生き生きしている　F생생히：生き生きと

J팔팔하다：ぴんぴんしている／쌩쌩하다：ぴちぴちしている／
생기발랄하다：元気はつらつだ／선명하다：鮮明だ

L희미하다：ぼんやりしている　❖ 생생한 증언：生々しい証言

태연하다

D泰然としている，平然としている　F태연히：平然と

J태평하다：呑気でいる／천연덕스럽다：平然としている／
태연스럽다：平気でいる　L당황하다：うろたえる，狼狽する

❖ 태연하게 행동하다：平然と行動する

상장하다

S上場する

❖ 거래소에 상장하다：取引先に上場する
❖ 상장을 추진하다：上場を推進する
❖ 비상장 업체：非上場企業　❖ 상장주：上場株

　우리 회사는 발표하는 상품마다 성공해 이번에 사업 확장을 하기로 했다. 

그 자금을 조달하기 위해 주식을 상장하기로 결정, 주식 공모를 3월에 시작하기로  

했다. 그러나 최근 5년 간의 사업 실적이 좋았으므로 막대한 자금이 회사에 유입될  

것이라는 긍정적인 목소리도 있는 한편 아직은 시기상조라며 좀 더 신중하게  

결정해야 한다는 견해도 있다.

　うちの会社は製品を発表するたびに成功を収め，今回事業を拡張することにした。その資金を調
達するために株式を上場することに決定し，株式の公募を 3 月に始めることとした。しかし，こ
こ 5 年間の事業実績が良かったので莫大な資金が会社に流れ込むだろうという肯定的な声もある
一方，まだ時期尚早だからもう少し慎重に決めなければならないという見方もある。

공모

A公募

J모집：募集／공개 모집：公開募集
❖ 공모전：公募展　❖ 공모 펀드：公募ファンド
❖ 공모에 입선하다：公募に入選する

막대하다

D莫大だ，甚大だ

J엄청나다：はなはだしい／어마어마하다：ものすごい
❖ 막대한 지장[손실]：甚大な支障［損失］
❖ 영향이 막대하다：影響が莫大だ

견해

A見解，見方

J생각：考え／의사：意思／의견：意見／의향：意向／소견：所見 
❖ 견해 차이：見解の違い　❖ 견해를 밝히다：見解を明かす
❖ 견해를 달리하다：見解を異にする 
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 슬그머니 ■ 훔쳐보다 ■ 생생하다 ■ 태연하다

넉넉하다
[넝너카다]

D足りる，豊富だ

J풍부하다：豊富だ／후하다：厚い 
L모자라다：足りない／불충분하다：不十分だ
❖ 넉넉하게 만들다：余るほど作る  ❖ 마음이 넉넉하다：心が豊かだ

　‘보릿고개’라는 말이 있다. 살림이 넉넉하지 않은 집안에서 가을에 거둔 곡식들이  

모두 바닥나고 밭에 뿌려 놓은 보리는 아직 여물지 않아 먹을 게 없어 굶주릴 

수밖에 없었던 시기를 가리키는 말이다. 그 시기를 가까스로 버틴다고 해도  

기다리고 있는 건 힘든 노동과 하루하루 먹고 살 걱정뿐이었다. 가난을 벗어나기 

위한 뾰족한 수도 없었고 고된 삶을 이어나가는 것밖에는 달리 방도가 없었다.  

지금처럼 사시사철 풍성한 먹을거리와 편리한 생활이 당연한 시대에는 조상들의  

고통은 아주 먼 일처럼 생각하기 쉽지만 불과 50~60년 전의 일이다.

　「麦峠」という言葉がある。暮らしが豊かでない家では秋に収穫した穀物が全部底をつき，畑に
蒔いておいた麦はまだ実っていないので食べ物がなく，飢えを強いられざるを得なかった時期を指
す言葉である。その時期をかろうじてしのぐといっても，待っているのは辛い労働とどうやって一
日一日を生き伸びようかという心配だけだった。貧乏を免れるためのこれといった妙案もなく，辛
い暮らしを続けることしかほかに方法がなかった。今のように一年中豊富な食べ物と便利な生活が
当たり前の時代には先祖の苦しみは遥か遠いことのように思いがちだが，わずか 50 ～ 60 年前の
ことである。

바닥나다
[바당나다]

S底をつく

J동나다：底をつく／다하다：尽きる／떨어지다：品切れになる／
고갈되다：枯渇する　❖ 재고가 바닥나다：在庫がなくなる

❖ 돈[체력/먹을 것]이 바닥나다：金［体力／食べ物］が尽きる

가까스로

Fかろうじて

J겨우, 간신히：かろうじて／기껏：せいぜい
❖ 가까스로 참다[해내다]：かろうじて我慢する［やり抜く］
❖ 가까스로 통과하다：かろうじて通過する

뾰족하다
[뾰조카다]

Dとがっている，鋭い

J날카롭다：鋭い／예리하다：鋭利だ 
❖ 끝[지붕]이 뾰족하다：先端［屋根］がとがっている
❖ 뾰족한 방법[대책]이 없다：これといった方法［対策］がない 

풍성하다

D豊かだ　F풍성히：豊富に

J풍부하다：豊富だ／푸짐하다：たっぷりだ／풍요롭다：豊かだ
L부족하다：不足している／모자라다：足りない 
❖ 풍성한 계절：豊かな季節　❖ 결실이 풍성하다：実りが豊富だ  

언론
[얼론]

A言論，マスコミ，メディア

J매스컴：マスコミ
❖ 언론 자유화：言論の自由化　❖ 언론 매체：メディア
❖ 언론을 탄압하다：言論を弾圧する

　언론 보도가 나간 후 국제 유가가 급락했다. 정부는 국제 유가 급락으로 

인한 주가 하락을 우려해 여러 대책을 세웠지만 노력이 무색할 만큼 주가는 

급락하고 말았다. 한시라도 빨리 정부는 불안정한 경제 상황을 안정시킬 수 있는  

방안을 찾아야 할 것이다.

　マスコミの報道が出たあと，国際原油価格が急落した。政府は国際原油価格の急落による株価の
下落を懸念してさまざまな対策を立てたが，努力の甲斐もなく株価は急落してしまった。一刻も早
く政府は不安定な経済状況を安定させることができる方策を探さなければならないだろう。

급락하다
[금나카다]

S急落する

J폭락하다：暴落する　L급등하다：急騰する
❖ 주가[가격] 급락：株価［価格］の急落

무색하다
[무새카다]

D顔負けだ，面目を失う

J무안하다：合わせる顔がない／부끄럽다：恥ずかしい
❖ 무색할 지경이다：顔負けするほどだ
❖ 무색할 정도：唖然とするほど　❖ 무색하게 하다：唖然とさせる

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

과유불급	 《過猶不及》
過ぎたるはなお及ばざるが如し。 %

達成率

10

■ 상장하다 ■ 공모 ■ 막대하다 ■ 견해

넉넉하다
[넝너카다]

D足りる，豊富だ

J풍부하다：豊富だ／후하다：厚い 
L모자라다：足りない／불충분하다：不十分だ
❖ 넉넉하게 만들다：余るほど作る  ❖ 마음이 넉넉하다：心が豊かだ

　‘보릿고개’라는 말이 있다. 살림이 넉넉하지 않은 집안에서 가을에 거둔 곡식들이  

모두 바닥나고 밭에 뿌려 놓은 보리는 아직 여물지 않아 먹을 게 없어 굶주릴 

수밖에 없었던 시기를 가리키는 말이다. 그 시기를 가까스로 버틴다고 해도  

기다리고 있는 건 힘든 노동과 하루하루 먹고 살 걱정뿐이었다. 가난을 벗어나기 

위한 뾰족한 수도 없었고 고된 삶을 이어나가는 것밖에는 달리 방도가 없었다.  

지금처럼 사시사철 풍성한 먹을거리와 편리한 생활이 당연한 시대에는 조상들의  

고통은 아주 먼 일처럼 생각하기 쉽지만 불과 50~60년 전의 일이다.

　「麦峠」という言葉がある。暮らしが豊かでない家では秋に収穫した穀物が全部底をつき，畑に
蒔いておいた麦はまだ実っていないので食べ物がなく，飢えを強いられざるを得なかった時期を指
す言葉である。その時期をかろうじてしのぐといっても，待っているのは辛い労働とどうやって一
日一日を生き伸びようかという心配だけだった。貧乏を免れるためのこれといった妙案もなく，辛
い暮らしを続けることしかほかに方法がなかった。今のように一年中豊富な食べ物と便利な生活が
当たり前の時代には先祖の苦しみは遥か遠いことのように思いがちだが，わずか 50 ～ 60 年前の
ことである。

바닥나다
[바당나다]

S底をつく

J동나다：底をつく／다하다：尽きる／떨어지다：品切れになる／
고갈되다：枯渇する　❖ 재고가 바닥나다：在庫がなくなる

❖ 돈[체력/먹을 것]이 바닥나다：金［体力／食べ物］が尽きる

가까스로

Fかろうじて

J겨우, 간신히：かろうじて／기껏：せいぜい
❖ 가까스로 참다[해내다]：かろうじて我慢する［やり抜く］
❖ 가까스로 통과하다：かろうじて通過する

뾰족하다
[뾰조카다]

Dとがっている，鋭い

J날카롭다：鋭い／예리하다：鋭利だ 
❖ 끝[지붕]이 뾰족하다：先端［屋根］がとがっている
❖ 뾰족한 방법[대책]이 없다：これといった方法［対策］がない 

풍성하다

D豊かだ　F풍성히：豊富に

J풍부하다：豊富だ／푸짐하다：たっぷりだ／풍요롭다：豊かだ
L부족하다：不足している／모자라다：足りない 
❖ 풍성한 계절：豊かな季節　❖ 결실이 풍성하다：実りが豊富だ  

언론
[얼론]

A言論，マスコミ，メディア

J매스컴：マスコミ
❖ 언론 자유화：言論の自由化　❖ 언론 매체：メディア
❖ 언론을 탄압하다：言論を弾圧する

　언론 보도가 나간 후 국제 유가가 급락했다. 정부는 국제 유가 급락으로 

인한 주가 하락을 우려해 여러 대책을 세웠지만 노력이 무색할 만큼 주가는 

급락하고 말았다. 한시라도 빨리 정부는 불안정한 경제 상황을 안정시킬 수 있는  

방안을 찾아야 할 것이다.

　マスコミの報道が出たあと，国際原油価格が急落した。政府は国際原油価格の急落による株価の
下落を懸念してさまざまな対策を立てたが，努力の甲斐もなく株価は急落してしまった。一刻も早
く政府は不安定な経済状況を安定させることができる方策を探さなければならないだろう。

급락하다
[금나카다]

S急落する

J폭락하다：暴落する　L급등하다：急騰する
❖ 주가[가격] 급락：株価［価格］の急落

무색하다
[무새카다]

D顔負けだ，面目を失う

J무안하다：合わせる顔がない／부끄럽다：恥ずかしい
❖ 무색할 지경이다：顔負けするほどだ
❖ 무색할 정도：唖然とするほど　❖ 무색하게 하다：唖然とさせる
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　日本語を韓国語にしてください。（わからなかった単語は戻って再チェック！）

041 決まって （                      ）

042 張る，つる （                      ）

043 耐える，かなう（                      ）

044 懐，幅 （                      ）

045 精通している （                      ）

046 膨大だ （                      ）

047 限界，境 （                      ）

048 共有する （                      ）

049 分布 （                      ）

050 進入する （                      ）

051 熟練である （                      ）

052 きっかけ，契機（                      ）

053 避ける （                      ）

054 除隊する （                      ）

055 ひけをとらない（                      ）

056 充実している （                      ）

057 誘致する （                      ）

058 格差，差 （                      ）

059 追い越す （                      ）

060 食，食事 （                      ）

061 動向，趨勢 （                      ）

062 飛びあがる （                      ）

063 育成する （                      ）

064 施行する （                      ）

065 こっそりと （                      ）

066 覗きみる （                      ）

067 生々しい （                      ）

068 泰然としている（                      ）

069 上場する （                      ）

070 公募 （                      ）

071 莫大だ （                      ）

072 見解，見方 （                      ）

073 足りる，豊富だ（                      ）

074 底をつく （                      ）

075 かろうじて （                      ）

076 とがっている （                      ）

077 豊かだ （                      ）

078 言論，マスコミ（                      ）

079 急落する （                      ）

080 顔負けだ （                      ）

36

041-080までの復習
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▶慣用句
각광을 받다 脚光を浴びる , 注目される

간담이 서늘하다 非常に恐れる，怖くなる，肝を冷やす

고개를 내밀다 勢力や感情などが現われる

고개를 끄덕이다　 同意する，承諾する

고배를 마시다［들다］ 苦杯をなめる，敗北・失敗など辛いこと
を味わう

▶擬声語・擬態語
갈팡질팡 おろおろ　どうすればいいのかわからず迷うさま　J우왕좌왕

갑자기 세무소에서 감사가 나온다는 소식에 무엇을 해야 할지 몰라 갈팡질팡하고  
있다.
急に税務署から監査が来るという知らせに何をすればいいのかわからずおろおろしている。

건들건들 のらりくらり　怠けているさま

사춘기 소년의 반항심이었을까 일부러 불량스러워 보이려고 건들건들 행동했다.
思春期の少年の反抗心からか，わざと不良っぽく見せようとのらりくらり振る舞った。

글썽글썽 うるうる　目に涙が溢れんばかりにいっぱい溜まっているさま

비참하고 억울하게 죽어간 젊은이들의 영상이 나오자 방청객들의 눈가엔 어느새  
눈물이 글썽글썽했다.
悲惨で悔しくも死んでいった若者たちの映像が流れると観客の目にはいつの間にか涙
がうるうるしていた。

기웃기웃 ちらちら　何かを見ようと首や体を傾けてあちこちにしきりに覗くさま

남편은 옆집에 어떤 사람이 이사를 왔는지 궁금하다면서 베란다 너머로 기웃기웃  
들여다보고 있다.
夫は隣の家にどんな人が引っ越ししてきたのか気になるといってベランダ越しにちら
ちら中を覗いている。

꼬박꼬박 きちんと　言いつけや期日などを変えることなく守り続けるさま

월급날이 되면 아들은 시골에 계신 부모님께 꼬박꼬박 용돈을 보내고 있다.
給料日になると息子は田舎にいる親にきちんと仕送りをしている。
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■下線部には以下のいずれかの語が入ります。前後の文脈を読み，適切な形にして
文章を完成させましょう。（解答：p.293）

1. 이런 책임이 무거운 일을 신입이 기에는 무리가 있습니다. 

2. 3억 원짜리 복권에 당첨돼서 좋다고 생각 없이 펑펑 썼더니 1년도 
안 돼 결국 돈이 아/어 버렸다.

3. 역시 오랜 시간 이 일을 해 와서 그런지 게 위기에 대처할  
수 있었다. 

4. 꿈에서 좋아하는 연예인과 데이트를 했는데 아직도 게 
기억에 남아 있다. 

5. 이번 실점으로 상대 팀과의 이/가 더 벌어졌다. 

6. 이번에 통과된 법률은 내년 4월부터 (스)ㅂ니다. 

7. 전쟁이 일어날지도 모른다는 보도가 나가기가 무섭게 주가가 
았/었다. 

8. 제한 속도가 120km/h인 도로에서 앞의 차가 60km/h로 달리기에 
아/어 갔다. 

9. 선배에게 과거 시험 문제들을 받았는데 혼자 보기 미안해서 친구들과  
기로 했다. 

시행하다 꿰다 방대하다 공유하다 노련하다

기피하다 못지않다 알차다 격차 앞지르다

육성하다 감당하다 훔쳐보다 생생하다 견해

넉넉하다 바닥나다 뾰족하다 급락하다 태연하다

041-080練習問題
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10. 아기가 걷기 시작하면 잘 넘어지기 때문에 (으)ㄴ/는  
모서리에는 모서리 보호대를 설치했다. 

11. 최근에는 사람들이 (으)ㄴ/는 이구아나, 뱀, 곤충 등 특이한  
동물을 키우는 사람이 늘어나고 있다. 

12. 역시 골수 팬이라면 자기가 좋아하는 연예인의 스케줄 정도는 줄줄이  
고 있어야지. 

13. 인공 지능은 (으)ㄴ/는 양의 데이터를 한꺼번에 처리할 
수 있다. 

14. 오늘 파티에 오는 사람들은 많이 먹는 편이니까 음식을 게  
준비하는 게 좋을 거예요. 

15. 자동차 배기 가스에 의한 대기 오염을 줄이고자 정부는 친환경 자동차  
산업을 기 위한 정책을 발표했다. 

16. 동생은 어렸을 때부터 가수 게 노래를 잘했어요. 

17. 지난 5일 20대 남성이 지하철 여자 화장실에 몰래 들어가 용변을  
보는 여성을 다가 시민의 신고를 받고 출동한 경찰에게 
붙잡혔다. 

18. 교육 정책을 놓고 열띤 토론을 펼쳤지만 좀처럼 의 차이를  
좁힐 수 없었다. 

19. 이번 버스 투어는 좀 비싸지만 프로그램이 아/아서 참가할  
만하다. 

20. 범인은 살인을 저지른 후에도 게 극장에서 영화를 보고 
SNS를 하며 아무 일도 없었다는 듯이 출근을 해 사람들을 놀라게  
했다.

041-080練習問題
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暗記度
チェック
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 넉넉하다 ■ 바닥나다 ■ 가까스로 ■ 뾰족하다

김

A水蒸気，湯気

J입김：息／수증기：水蒸気
❖ 김이 나다：湯気が立つ　❖ 김이 빠지다：意気込みが消える
❖ 김빠진 맥주：気の抜けたビール

　밖에 있다가 실내에 들어오면 안경에 김이 서리고, 군고구마를 파는 노점이 

눈에 띄기 시작한 게 바로 엊그제 같은데 벌써 벚꽃이 한창이다. 간만의 휴일에 

집에서 쉬겠다고 하는 친구들을 졸라 여의도 공원에 나왔다. 잔디밭에 돗자리를  

펴고 따스한 햇볕을 받으며 각자가 준비해 온 도시락을 먹고 그동안 쌓였던 이야기  

보따리를 펼쳐 놓았다. 

　外から室内に入るとメガネが白く曇り，焼き芋を売っている屋台が目立ち始めたのがつい昨日の
ように思えたのに，もはや桜が真っ盛りの季節だ。久しぶりの休日に家で休むつもりだという友人
たちにせがんでヨイド（汝矣島）公園に出かけた。芝生にレジャーシートを広げて暖かい日差しを
浴びながら各自が準備してきたお弁当を食べ，今まで積もり積もった話に花が咲いた。

한창

A真っ盛り　F盛んに

J한물：旬／바야흐로：今や，まさに　L끝물：季節外れ
❖ 한창 물이 오르다：鮮度や活きがいい 
❖ 한창 먹을 나이다：食べ盛りの年だ

조르다

Sせがむ，ねだる，せびる 르変

J떼쓰다, 투정하다：だだをこねる／보채다：むずかる 
❖ 사 달라고 조르다：買ってくれとせがむ 
❖ 졸라 대다：しつこくねだる

따스하다

D暖かい

J따습다：ぽかぽかしている
❖ 따스한 햇살：暖かい日差し　❖ 따스한 방：暖かい部屋
❖ 따스한 손길：（救援などの）差し伸べられた手 

어리석다

D愚かだ

J어리숙하다：うぶだ／아둔하다：（頭が）冴えない 
L명석하다：明晰だ／영리하다：賢い／약삭빠르다：すばしっこい 
❖ 어리석은 행동[생각/판단]：愚かな行動［考え／判断］

　완벽한 사람은 없다. 그러하기에 사람은 누구나 실수와 잘못을 하기 마련이다.  

어리석은 사람일수록 자신의 잘못을 덮고 들키지 않기만을 빌며 불안에 떤다.  

하지만 잘못을 감추기만 해서는 아무것도 해결되지 않는다. 자신의 잘못을 뉘우치고  

용서를 구하는 것이 자신을 위해서도 좋다. 감정에 휘둘리지 말고 자신의 상황을  

냉정하게 판단하고 행동하기를 바란다.

　完璧な人はいない。それゆえに人は誰でも失敗と過ちを犯すものだ。愚かな人ほど自分の過ちを
隠し，ばれないことだけを祈りながら不安におののく。しかし過ちを隠すだけでは何も解決できな
い。自分の過ちを反省し，許しを請うのが自分のためにもいい。感情に振り回されず自分の状況を
冷静に判断して行動することを願う。

떨다

S震える，おののく ㄹ語幹

J요동치다：揺れる／두려워하다：怖がる／흔들리다：揺れる 
❖ 능청을 떨다：そしらぬふりをする ❖ 수다를 떨다：無駄口を叩く
❖ 극성[호들갑]을 떨다：過激［軽率］に振る舞う

뉘우치다

S悔やむ，反省する，後悔する

J반성하다：反省する／후회하다：後悔する
❖ 뼈저리게 뉘우치다：骨身にしみるほど悔やむ
❖ 뒤늦게 뉘우치다：後になって反省する

냉정하다

D冷静だ　F냉정히：冷静に

❖ 냉정을 되찾다[잃다]：冷静さを取り戻す［失う］
❖ 냉정하고 현실적이다：冷静で現実的だ 
❖ 침착하고 냉정하다：落ち着いて冷静だ

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

관포지교	 《管鮑之交》
親密な交わり，とても親しい友人との付き合い。

■ 풍성하다 ■ 언론 ■ 급락하다 ■ 무색하다

%

達成率

11

김

A水蒸気，湯気

J입김：息／수증기：水蒸気
❖ 김이 나다：湯気が立つ　❖ 김이 빠지다：意気込みが消える
❖ 김빠진 맥주：気の抜けたビール

　밖에 있다가 실내에 들어오면 안경에 김이 서리고, 군고구마를 파는 노점이 

눈에 띄기 시작한 게 바로 엊그제 같은데 벌써 벚꽃이 한창이다. 간만의 휴일에 

집에서 쉬겠다고 하는 친구들을 졸라 여의도 공원에 나왔다. 잔디밭에 돗자리를  

펴고 따스한 햇볕을 받으며 각자가 준비해 온 도시락을 먹고 그동안 쌓였던 이야기  

보따리를 펼쳐 놓았다. 

　外から室内に入るとメガネが白く曇り，焼き芋を売っている屋台が目立ち始めたのがつい昨日の
ように思えたのに，もはや桜が真っ盛りの季節だ。久しぶりの休日に家で休むつもりだという友人
たちにせがんでヨイド（汝矣島）公園に出かけた。芝生にレジャーシートを広げて暖かい日差しを
浴びながら各自が準備してきたお弁当を食べ，今まで積もり積もった話に花が咲いた。

한창

A真っ盛り　F盛んに

J한물：旬／바야흐로：今や，まさに　L끝물：季節外れ
❖ 한창 물이 오르다：鮮度や活きがいい 
❖ 한창 먹을 나이다：食べ盛りの年だ

조르다

Sせがむ，ねだる，せびる 르変

J떼쓰다, 투정하다：だだをこねる／보채다：むずかる 
❖ 사 달라고 조르다：買ってくれとせがむ 
❖ 졸라 대다：しつこくねだる

따스하다

D暖かい

J따습다：ぽかぽかしている
❖ 따스한 햇살：暖かい日差し　❖ 따스한 방：暖かい部屋
❖ 따스한 손길：（救援などの）差し伸べられた手 

어리석다

D愚かだ

J어리숙하다：うぶだ／아둔하다：（頭が）冴えない 
L명석하다：明晰だ／영리하다：賢い／약삭빠르다：すばしっこい 
❖ 어리석은 행동[생각/판단]：愚かな行動［考え／判断］

　완벽한 사람은 없다. 그러하기에 사람은 누구나 실수와 잘못을 하기 마련이다.  

어리석은 사람일수록 자신의 잘못을 덮고 들키지 않기만을 빌며 불안에 떤다.  

하지만 잘못을 감추기만 해서는 아무것도 해결되지 않는다. 자신의 잘못을 뉘우치고  

용서를 구하는 것이 자신을 위해서도 좋다. 감정에 휘둘리지 말고 자신의 상황을  

냉정하게 판단하고 행동하기를 바란다.

　完璧な人はいない。それゆえに人は誰でも失敗と過ちを犯すものだ。愚かな人ほど自分の過ちを
隠し，ばれないことだけを祈りながら不安におののく。しかし過ちを隠すだけでは何も解決できな
い。自分の過ちを反省し，許しを請うのが自分のためにもいい。感情に振り回されず自分の状況を
冷静に判断して行動することを願う。

떨다

S震える，おののく ㄹ語幹

J요동치다：揺れる／두려워하다：怖がる／흔들리다：揺れる 
❖ 능청을 떨다：そしらぬふりをする ❖ 수다를 떨다：無駄口を叩く
❖ 극성[호들갑]을 떨다：過激［軽率］に振る舞う

뉘우치다

S悔やむ，反省する，後悔する

J반성하다：反省する／후회하다：後悔する
❖ 뼈저리게 뉘우치다：骨身にしみるほど悔やむ
❖ 뒤늦게 뉘우치다：後になって反省する

냉정하다

D冷静だ　F냉정히：冷静に

❖ 냉정을 되찾다[잃다]：冷静さを取り戻す［失う］
❖ 냉정하고 현실적이다：冷静で現実的だ 
❖ 침착하고 냉정하다：落ち着いて冷静だ
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 김 ■ 한창 ■ 조르다 ■ 따스하다

판정하다

S判定する

J판결하다：判決する／판단하다：判断する／판별하다：判別する
❖ 적합성을 판정하다：適合性を判定する
❖ 판정을 따르다：判定に従う  ❖ 판정에 불복하다：判定を不服とする

 축구 경기에서는 심판이 한 번 판정하면 그 판정이 잘못된 것이라도 번복할 수 

없다. 매 경기 때마다 편파 판정과 오심에 대한 논란이 일기 마련이고 과격한  

몇몇 팬들은 자기가 응원하는 팀에 불리한 판정을 내린 심판을 폭행하는 사건까지  

발생하기도 해 문제가 되고 있다. 

　サッカー競技では審判が一度判定すればその判定が間違ったものでも覆すことはできない。毎試
合ごとに，一方に偏った判定と誤審に対する論争が起きるのは当然で，過激な一部のファンは自分
たちの応援するチームに不利な判定を下した審判を暴行する事件まで発生して問題になっている。

번복하다
[번보카다]

S覆す

J뒤집다：裏返す／취소하다：取り消す 
❖ 진술[뱉은 말]을 번복하다：陳述［しゃべった言葉］を覆す 
❖ 은퇴[발언] 번복：引退［発言］の撤回

추론하다

S推論する

J유추하다：類推する
❖ 추론적：推論的　❖ 추론식：推論式
❖ 사실에 근거해 추론하다：事実に基づいて推論する

　최근 신문이나 뉴스에서 자주 접하는 단어 중의 하나가 ‘지구 온난화’이다. 

지구 온난화로 인해 세계 곳곳에서 이상 기후들이 나타나고 있는데 이런 지구 

온난화의 원인은 누구나 쉽게 추론해 볼 수 있다. 

　가장 큰 원인으로 화석 연료의 사용으로 인한 온실 가스의 과대 배출을 들 수 

있겠다. 또한 쓰레기의 증가도 기후 변화의 원인으로 볼 수 있다. 음식물 쓰레기를  

분해하는 과정에서 발생하는 매탄 가스는 이산화 탄소보다 더 강력한 온실  

가스이기 때문이다. 또 산림의 무분별한 벌목도 큰 원인이다. 산림이 파괴되면 

이산화탄소를 흡수하는 능력 또한 현저하게 줄어드는 까닭이다.

　이러한 문제점들을 해결하기 위해서는 여러 방법들이 있겠지만 국가나 기업에만  

의존하는 것이 아닌 개인의 작은 실천 또한 중요하다고 하겠다. 쓰레기 분리 

수거를 철저히 하고 일회용품 사용을 줄이고 대중 교통을 이용하는 것만으로도  

많은 도움이 될 것이다.

　最近新聞やニュースで度々接する単語の中のひとつが「地球温暖化」である。地球温暖化によっ
て世界の至る所で異常気候が現れているが，このような地球温暖化の原因は誰でも簡単に推論して
みることができる。
　最も大きな原因に化石燃料の使用による温室効果ガスの過大な排出があげられる。またゴミの増
加も気候変動の原因と見られる。生ゴミを分解する過程で発生するメタンガスは二酸化炭素よりも
更に強力な温室効果ガスだからである。また，森林のむやみやたらな伐採も大きな原因である。森
林が破壊されると二酸化炭素を吸収する能力が顕著に減るからである。
　このような問題点を解決するためにはさまざまな方法があるだろうが，国家や企業に頼るのでは
なく個人の小さな実践も重要だと言える。ゴミの分別を徹底的にし，使い捨て用品の使用を減らし，
公共交通機関を利用するだけでも大いに貢献できるだろう。

연료
[열료]

A燃料

J땔감：燃料
❖ 연료를 절약하다[보충하다]：燃料を節約する［補充する］
❖ 고체 연료：固体燃料　❖ 연료 탱크：燃料タンク

배출

A排出

J분비：分泌／배설：排泄
❖ 가스[쓰레기] 배출：ガス［ゴミ］排出 
❖ 배출량：排出量

분해하다

S分解する　S분해되다：分解される 

❖ 부품[조직]을 분해하다：部品［組織］を分解する 
❖ 하나하나 분해하다：一つひとつ分解する 
❖ 공중 분해：空中分解

벌목

A伐木，伐採

❖ 벌목 작업[현장]：伐木作業［現場］
❖ 벌목꾼：木こり

까닭
[까닥]

Aわけ，理由

J때문, 탓：（～の）せい／사정：事情／연유：由来
❖ 까닭 없이：わけもなく　❖ 까닭 모를：わけのわからない
❖ 까닭이 궁금하다：理由が気になる

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

괄목상대	 《刮目相對》
学識や才能が驚くほど上達したことを驚嘆して注目すること。《目上の人には使わない》

■ 어리석다 ■ 떨다 ■ 뉘우치다 ■ 냉정하다

%

達成率

12

판정하다

S判定する

J판결하다：判決する／판단하다：判断する／판별하다：判別する
❖ 적합성을 판정하다：適合性を判定する
❖ 판정을 따르다：判定に従う  ❖ 판정에 불복하다：判定を不服とする

 축구 경기에서는 심판이 한 번 판정하면 그 판정이 잘못된 것이라도 번복할 수 

없다. 매 경기 때마다 편파 판정과 오심에 대한 논란이 일기 마련이고 과격한  

몇몇 팬들은 자기가 응원하는 팀에 불리한 판정을 내린 심판을 폭행하는 사건까지  

발생하기도 해 문제가 되고 있다. 

　サッカー競技では審判が一度判定すればその判定が間違ったものでも覆すことはできない。毎試
合ごとに，一方に偏った判定と誤審に対する論争が起きるのは当然で，過激な一部のファンは自分
たちの応援するチームに不利な判定を下した審判を暴行する事件まで発生して問題になっている。

번복하다
[번보카다]

S覆す

J뒤집다：裏返す／취소하다：取り消す 
❖ 진술[뱉은 말]을 번복하다：陳述［しゃべった言葉］を覆す 
❖ 은퇴[발언] 번복：引退［発言］の撤回

추론하다

S推論する

J유추하다：類推する
❖ 추론적：推論的　❖ 추론식：推論式
❖ 사실에 근거해 추론하다：事実に基づいて推論する

　최근 신문이나 뉴스에서 자주 접하는 단어 중의 하나가 ‘지구 온난화’이다. 

지구 온난화로 인해 세계 곳곳에서 이상 기후들이 나타나고 있는데 이런 지구 

온난화의 원인은 누구나 쉽게 추론해 볼 수 있다. 

　가장 큰 원인으로 화석 연료의 사용으로 인한 온실 가스의 과대 배출을 들 수 

있겠다. 또한 쓰레기의 증가도 기후 변화의 원인으로 볼 수 있다. 음식물 쓰레기를  

분해하는 과정에서 발생하는 매탄 가스는 이산화 탄소보다 더 강력한 온실  

가스이기 때문이다. 또 산림의 무분별한 벌목도 큰 원인이다. 산림이 파괴되면 

이산화탄소를 흡수하는 능력 또한 현저하게 줄어드는 까닭이다.

　이러한 문제점들을 해결하기 위해서는 여러 방법들이 있겠지만 국가나 기업에만  

의존하는 것이 아닌 개인의 작은 실천 또한 중요하다고 하겠다. 쓰레기 분리 

수거를 철저히 하고 일회용품 사용을 줄이고 대중 교통을 이용하는 것만으로도  

많은 도움이 될 것이다.

　最近新聞やニュースで度々接する単語の中のひとつが「地球温暖化」である。地球温暖化によっ
て世界の至る所で異常気候が現れているが，このような地球温暖化の原因は誰でも簡単に推論して
みることができる。
　最も大きな原因に化石燃料の使用による温室効果ガスの過大な排出があげられる。またゴミの増
加も気候変動の原因と見られる。生ゴミを分解する過程で発生するメタンガスは二酸化炭素よりも
更に強力な温室効果ガスだからである。また，森林のむやみやたらな伐採も大きな原因である。森
林が破壊されると二酸化炭素を吸収する能力が顕著に減るからである。
　このような問題点を解決するためにはさまざまな方法があるだろうが，国家や企業に頼るのでは
なく個人の小さな実践も重要だと言える。ゴミの分別を徹底的にし，使い捨て用品の使用を減らし，
公共交通機関を利用するだけでも大いに貢献できるだろう。

연료
[열료]

A燃料

J땔감：燃料
❖ 연료를 절약하다[보충하다]：燃料を節約する［補充する］
❖ 고체 연료：固体燃料　❖ 연료 탱크：燃料タンク

배출

A排出

J분비：分泌／배설：排泄
❖ 가스[쓰레기] 배출：ガス［ゴミ］排出 
❖ 배출량：排出量

분해하다

S分解する　S분해되다：分解される 

❖ 부품[조직]을 분해하다：部品［組織］を分解する 
❖ 하나하나 분해하다：一つひとつ分解する 
❖ 공중 분해：空中分解

벌목

A伐木，伐採

❖ 벌목 작업[현장]：伐木作業［現場］
❖ 벌목꾼：木こり

까닭
[까닥]

Aわけ，理由

J때문, 탓：（～の）せい／사정：事情／연유：由来
❖ 까닭 없이：わけもなく　❖ 까닭 모를：わけのわからない
❖ 까닭이 궁금하다：理由が気になる
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 판정하다 ■ 번복하다 ■ 추론하다 ■ 연료

비유

A比喩，例え 

J풍자：風刺
❖ 비유적：比喩的　❖ 비유법：比喩法
❖ 비유를 들다：比喩をあげる　❖ 비유로 설명하다：比喩で説明する

　‘부부 싸움은 칼로 물 베기’라는 말이 있다. 부부는 아무리 심하게 싸움을 해도  

다시 화해하기 쉽다는 것에 대한 비유이다. 그렇지만 우리가 간과해서는 안 되는  

부분이 있다. 부부 싸움에서 늘 등장하는 신세 한탄과 상대방에 대한 비난을  

아이들이 보고 있다는 것이다. 무심코 내뱉은 말들은 본인들만이 아닌 자녀들에게도  

마음의 상처가 된다. 항상 좋은 모습을 보여 주기는 힘들겠지만 서로에게 상처를  

주는 말들은 삼가야겠다. 

　「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」という言葉がある。夫婦はいくらひどく喧嘩をしてもすぐに仲直りす
るものだという例えである。しかし私たちが見逃してはいけない部分がある。夫婦喧嘩で常に登場
する（自分の哀れな）身の上話や相手への非難を子供たちが見ているということである。何気なく
吐いた言葉は夫婦だけでなく，子供たちにも心の傷になる。いつも睦まじい姿を見せるのは難しい
かもしれないが，互いに傷つける言葉は控えるべきだ。

신세

A身の上，境遇

J처지：立場，境遇
❖ 신세를 망치다：身の上を台無しにする
❖ 불쌍한[가엾은] 신세：可哀想な［哀れな］身の上

무심코

F何気なく，思わず

J그저：ただ 
❖ 무심코 지나치다[던지다]：何気なく通り過ぎる［投げる］
❖ 무심코 행동하다：何気なく行動する 

붉다
[북따]

D赤い

J빨갛다：赤い／벌겋다：うす赤い
❖ 붉은 장미[반점]：赤いバラ［斑点］
❖ 붉게 물들다[충혈되다]：赤く染まる［充血する］

　하늘이 붉게 물들기 시작하면 아이들은 하나둘 집으로 돌아가기 시작했다.  

부모님이 맞벌이였기 때문에 챙겨줄 사람이 없었던 나는 늘 놀이터에 마지막까지  

남아 있던 아이였다. 항상 신경 써 주지 못한 것에 대한 미안함과 안쓰러움  

때문이었는지 부모님은 잘못을 해도 나무라기는커녕 오히려 사과를 하시곤 했다.  

차라리 다른 부모님들처럼 따끔하게 혼을 내시면 내 마음이 더 편했을 텐데…….  

그렇게 못하는 부모님의 마음을 일찍 알게 돼 그런지 나는 또래 아이들에 비해 철도  

빨리 들었다. 

　空が赤く染まり始めると子供たちは 1 人 2 人と家に帰り始めた。両親が共働きだったので面倒
を見てくれる人がいなかった私は，いつも遊び場に最後まで残っていた子供だった。いつも気遣っ
てあげられなかったことに対する申し訳なさと気の毒さのせいか，両親は間違ったことをしでかし
ても叱るどころかむしろ謝ったりした。いっそよその両親のように厳しく叱ってくれれば，私の気
持ちが楽になったはずなのに…。そのようにできない両親の気持ちを早くからわかってしまったせ
いか，私は同年代の子供たちに比べて分別がつくのも早かった。

나무라다

Sたしなめる，叱る

J꾸짖다, 꾸중하다：叱る／야단치다：大声で叱りとばす／
타이르다：言い聞かせる　L칭찬하다：褒める

❖ 호되게 나무라다：きつくとがめる 

차라리

Fむしろ，かえって，いっそ 《後ろに譲歩の表現を伴う》

J도리어：かえって／오히려：むしろ 
❖ 차라리 죽는 게 낫다：いっそ死んだほうがましだ
❖ 차라리 굶어 죽을망정：いっそ飢え死にすることがあっても 

따끔하다

D厳しい，ひりひりする，ちくっと痛い

F따끔：ちくっと／따금히：厳しく
❖ 따끔거리다：チクチクする　❖ 따끔한 충고：厳しい忠告
❖ 따끔한 맛을 보여 주다：思い知らせる

철

A分別，物心，わきまえ

J지각：知覚／사리：筋道，道理／분별：分別
慣 철이 나다：分別がつく／철이 없다：わきまえない

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

구사일생	 《九死一生》
九死に一生を得ること，命拾い。

■ 배출 ■ 분해하다 ■ 벌목 ■ 까닭

%

達成率

13

비유

A比喩，例え 

J풍자：風刺
❖ 비유적：比喩的　❖ 비유법：比喩法
❖ 비유를 들다：比喩をあげる　❖ 비유로 설명하다：比喩で説明する

　‘부부 싸움은 칼로 물 베기’라는 말이 있다. 부부는 아무리 심하게 싸움을 해도  

다시 화해하기 쉽다는 것에 대한 비유이다. 그렇지만 우리가 간과해서는 안 되는  

부분이 있다. 부부 싸움에서 늘 등장하는 신세 한탄과 상대방에 대한 비난을  

아이들이 보고 있다는 것이다. 무심코 내뱉은 말들은 본인들만이 아닌 자녀들에게도  

마음의 상처가 된다. 항상 좋은 모습을 보여 주기는 힘들겠지만 서로에게 상처를  

주는 말들은 삼가야겠다. 

　「夫婦喧嘩は犬も食わぬ」という言葉がある。夫婦はいくらひどく喧嘩をしてもすぐに仲直りす
るものだという例えである。しかし私たちが見逃してはいけない部分がある。夫婦喧嘩で常に登場
する（自分の哀れな）身の上話や相手への非難を子供たちが見ているということである。何気なく
吐いた言葉は夫婦だけでなく，子供たちにも心の傷になる。いつも睦まじい姿を見せるのは難しい
かもしれないが，互いに傷つける言葉は控えるべきだ。

신세

A身の上，境遇

J처지：立場，境遇
❖ 신세를 망치다：身の上を台無しにする
❖ 불쌍한[가엾은] 신세：可哀想な［哀れな］身の上

무심코

F何気なく，思わず

J그저：ただ 
❖ 무심코 지나치다[던지다]：何気なく通り過ぎる［投げる］
❖ 무심코 행동하다：何気なく行動する 

붉다
[북따]

D赤い

J빨갛다：赤い／벌겋다：うす赤い
❖ 붉은 장미[반점]：赤いバラ［斑点］
❖ 붉게 물들다[충혈되다]：赤く染まる［充血する］

　하늘이 붉게 물들기 시작하면 아이들은 하나둘 집으로 돌아가기 시작했다.  

부모님이 맞벌이였기 때문에 챙겨줄 사람이 없었던 나는 늘 놀이터에 마지막까지  

남아 있던 아이였다. 항상 신경 써 주지 못한 것에 대한 미안함과 안쓰러움  

때문이었는지 부모님은 잘못을 해도 나무라기는커녕 오히려 사과를 하시곤 했다.  

차라리 다른 부모님들처럼 따끔하게 혼을 내시면 내 마음이 더 편했을 텐데…….  

그렇게 못하는 부모님의 마음을 일찍 알게 돼 그런지 나는 또래 아이들에 비해 철도  

빨리 들었다. 

　空が赤く染まり始めると子供たちは 1 人 2 人と家に帰り始めた。両親が共働きだったので面倒
を見てくれる人がいなかった私は，いつも遊び場に最後まで残っていた子供だった。いつも気遣っ
てあげられなかったことに対する申し訳なさと気の毒さのせいか，両親は間違ったことをしでかし
ても叱るどころかむしろ謝ったりした。いっそよその両親のように厳しく叱ってくれれば，私の気
持ちが楽になったはずなのに…。そのようにできない両親の気持ちを早くからわかってしまったせ
いか，私は同年代の子供たちに比べて分別がつくのも早かった。

나무라다

Sたしなめる，叱る

J꾸짖다, 꾸중하다：叱る／야단치다：大声で叱りとばす／
타이르다：言い聞かせる　L칭찬하다：褒める

❖ 호되게 나무라다：きつくとがめる 

차라리

Fむしろ，かえって，いっそ 《後ろに譲歩の表現を伴う》

J도리어：かえって／오히려：むしろ 
❖ 차라리 죽는 게 낫다：いっそ死んだほうがましだ
❖ 차라리 굶어 죽을망정：いっそ飢え死にすることがあっても 

따끔하다

D厳しい，ひりひりする，ちくっと痛い

F따끔：ちくっと／따금히：厳しく
❖ 따끔거리다：チクチクする　❖ 따끔한 충고：厳しい忠告
❖ 따끔한 맛을 보여 주다：思い知らせる

철

A分別，物心，わきまえ

J지각：知覚／사리：筋道，道理／분별：分別
慣 철이 나다：分別がつく／철이 없다：わきまえない
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 비유 ■ 신세 ■ 무심코 ■ 붉다

풍속

A風俗，風潮，トレンド

J풍습：風習／민속：民俗／토속：土俗 
❖ 풍속이 다르다[문란하다]：風俗が異なる［乱れている］
❖ 풍속도：風俗図　❖ 결혼 풍속：結婚風俗

　1인 가구가 증가하면서 유통업계의 풍속도 변화하고 있다. 1인 가구를 위한  

청소기, 가습기와 같은 소형 가전은 물론 편의점의 가정간편식의 판매량도  

증가하고 있다. 불과 10년 전만 해도 변변한 가정간편식이 없던 것과는 대조적이다.  

가정간편식 판매량이 급증해 식품업계도 1인 가구를 겨냥한 신상품을 봇물처럼  

쏟아내고 있다. 

　이러한 현상은 유통업에 그치지 않고 여행업에서도 나타나고 있다. 혼자 여행하는  

여행자들이 증가하면서 여행사에서도 개인 여행자들을 위한 상품들을 속속 내놓고  

있다. 

　単身世帯の増加につれ，流通業界の風潮も変わりつつある。単身世帯のための掃除機，加湿器の
ような小型家電はもちろん，コンビニの出来合いの食品の販売量も増加している。わずか 10 年前
まではまともな出来合いの食品がなかったのと対照的である。出来合いの食品の販売量が急増し，
食品業界も単身世帯を狙った新商品を次から次へと送り出している。
 このような現象は流通業界にとどまらず，旅行業界にも表れている。ひとりで旅行する旅行者が
増加するにつれ，旅行会社でも個人旅行者のための商品を続々と発売している。

변변하다

Dまともである，ひけをとらない　F변변히：ろくに，満足に

J어지간하다：まずまずだ，普通だ／웬만하다：まあまあだ／
넉넉하다：十分だ 　❖ 변변치 못하다：ろくでもない，冴えない 

❖ 변변한 집안[벼슬]：ひけをとらない家柄［官職］

겨냥하다

S狙う，あてつける

J조준하다：照準を合わせる／노리다：狙う／겨누다：構える
❖ 목표를[과녁을] 겨냥하다：目標を［標的を］狙う

속속

F続々と

J계속：引き続き　❖ 속속 도착하다：続々到着する 
❖ 속속 밝혀지다[드러나다]：続々と明らかになる［現れる］
❖ 속속 모여들다：続々と集まる

통제하다

S統制する，コントロールする

J제약하다：制約する／제어하다：制御する／제한하다：制限する
L방치하다：放置する／ 방임하다：放任する
❖ 통제 구역：制限区域　❖ 통제를 벗어나다：コントロールできない

　 　창녕 우포늪은 한국 최대 규모의 자연 습지로서 람사르 협약으로 국제 보호 습지로  

지정되어 있다. 살아 있는 자연사 박물관이라고 불릴 정도로 그 규모와 역사에 있어  

연구 가치가 높아 사람들의 낚시나 채집 등의 행위를 통제하고 있다. 한때 무분별한  

개발로 사라질 위기에 처하기도 했었지만 국제 보호 습지로 지정된 이후 안정을  

되찾았다. 

　최근 환경 보전의 중요성을 알리기 위한 행사의 일환으로 우포늪 탐사 행사를  

진행하고 있다. 그러나 방문객들의 옷이나 기자재들에 부착되어 습지에 뿌리를 내린  

외래종들이 번식하는 바람에 습지의 생태계가 또 다시 위협받고 있다고 한다.

　チャンニョン（昌寧）のウポ（牛浦）沼は韓国最大規模の自然の湿地として，ラムサール条約で国
際保護湿地に指定されている。生きている自然史博物館と呼ばれるほどその規模と歴史において研
究価値が高いので，人々の釣りや採取などの行為を制限して（統制して）いる。一時，むやみやた
らな開発で消滅する危機にさらされたこともあったが，国際保護湿地に指定されて以降，安定を取
り戻した。
　最近，環境保全の重要性を知らせるための行事の一環として，ウポ沼の探査イベントを行ってい
る。しかし，訪問客の服や機材などに付着して湿地に根を下ろした外来種が繁殖したせいで，湿地
の生態系が再び脅かされているそうだ。

탐사

A探査

J조사：調査／탐험：探検
❖ 탐사기：探査機　❖ 탐사선：探査船　❖ 탐사대：探査隊 
❖ 지질[해양] 탐사：地質［海洋］探査

부착되다

S付着する

J붙다：付く／묻다：付く　
❖ 부착물：付着物　❖ 부착력：付着力
❖ 전면에 부착하다：全面に付着する

번식하다
[번시카다]

S繁殖する　S번식되다：繁殖される

J퍼지다：広がる／늘다：増える
❖ 번식력：繁殖力　❖ 세균이 번식하다：細菌が繁殖する 
❖ 대량으로 번식하다：大量に繁殖する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

군계일학	 《群鷄一鶴》
平凡な人の中でひとり優れている人。

■ 나무라다 ■ 차라리 ■ 따끔하다 ■ 철

풍속

A風俗，風潮，トレンド

J풍습：風習／민속：民俗／토속：土俗 
❖ 풍속이 다르다[문란하다]：風俗が異なる［乱れている］
❖ 풍속도：風俗図　❖ 결혼 풍속：結婚風俗

　1인 가구가 증가하면서 유통업계의 풍속도 변화하고 있다. 1인 가구를 위한  

청소기, 가습기와 같은 소형 가전은 물론 편의점의 가정간편식의 판매량도  

증가하고 있다. 불과 10년 전만 해도 변변한 가정간편식이 없던 것과는 대조적이다.  

가정간편식 판매량이 급증해 식품업계도 1인 가구를 겨냥한 신상품을 봇물처럼  

쏟아내고 있다. 

　이러한 현상은 유통업에 그치지 않고 여행업에서도 나타나고 있다. 혼자 여행하는  

여행자들이 증가하면서 여행사에서도 개인 여행자들을 위한 상품들을 속속 내놓고  

있다. 

　単身世帯の増加につれ，流通業界の風潮も変わりつつある。単身世帯のための掃除機，加湿器の
ような小型家電はもちろん，コンビニの出来合いの食品の販売量も増加している。わずか 10 年前
まではまともな出来合いの食品がなかったのと対照的である。出来合いの食品の販売量が急増し，
食品業界も単身世帯を狙った新商品を次から次へと送り出している。
 このような現象は流通業界にとどまらず，旅行業界にも表れている。ひとりで旅行する旅行者が
増加するにつれ，旅行会社でも個人旅行者のための商品を続々と発売している。

변변하다

Dまともである，ひけをとらない　F변변히：ろくに，満足に

J어지간하다：まずまずだ，普通だ／웬만하다：まあまあだ／
넉넉하다：十分だ 　❖ 변변치 못하다：ろくでもない，冴えない 

❖ 변변한 집안[벼슬]：ひけをとらない家柄［官職］

겨냥하다

S狙う，あてつける

J조준하다：照準を合わせる／노리다：狙う／겨누다：構える
❖ 목표를[과녁을] 겨냥하다：目標を［標的を］狙う

속속

F続々と

J계속：引き続き　❖ 속속 도착하다：続々到着する 
❖ 속속 밝혀지다[드러나다]：続々と明らかになる［現れる］
❖ 속속 모여들다：続々と集まる

통제하다

S統制する，コントロールする

J제약하다：制約する／제어하다：制御する／제한하다：制限する
L방치하다：放置する／ 방임하다：放任する
❖ 통제 구역：制限区域　❖ 통제를 벗어나다：コントロールできない

　 　창녕 우포늪은 한국 최대 규모의 자연 습지로서 람사르 협약으로 국제 보호 습지로  

지정되어 있다. 살아 있는 자연사 박물관이라고 불릴 정도로 그 규모와 역사에 있어  

연구 가치가 높아 사람들의 낚시나 채집 등의 행위를 통제하고 있다. 한때 무분별한  

개발로 사라질 위기에 처하기도 했었지만 국제 보호 습지로 지정된 이후 안정을  

되찾았다. 

　최근 환경 보전의 중요성을 알리기 위한 행사의 일환으로 우포늪 탐사 행사를  

진행하고 있다. 그러나 방문객들의 옷이나 기자재들에 부착되어 습지에 뿌리를 내린  

외래종들이 번식하는 바람에 습지의 생태계가 또 다시 위협받고 있다고 한다.

　チャンニョン（昌寧）のウポ（牛浦）沼は韓国最大規模の自然の湿地として，ラムサール条約で国
際保護湿地に指定されている。生きている自然史博物館と呼ばれるほどその規模と歴史において研
究価値が高いので，人々の釣りや採取などの行為を制限して（統制して）いる。一時，むやみやた
らな開発で消滅する危機にさらされたこともあったが，国際保護湿地に指定されて以降，安定を取
り戻した。
　最近，環境保全の重要性を知らせるための行事の一環として，ウポ沼の探査イベントを行ってい
る。しかし，訪問客の服や機材などに付着して湿地に根を下ろした外来種が繁殖したせいで，湿地
の生態系が再び脅かされているそうだ。

탐사

A探査

J조사：調査／탐험：探検
❖ 탐사기：探査機　❖ 탐사선：探査船　❖ 탐사대：探査隊 
❖ 지질[해양] 탐사：地質［海洋］探査

부착되다

S付着する

J붙다：付く／묻다：付く　
❖ 부착물：付着物　❖ 부착력：付着力
❖ 전면에 부착하다：全面に付着する

번식하다
[번시카다]

S繁殖する　S번식되다：繁殖される

J퍼지다：広がる／늘다：増える
❖ 번식력：繁殖力　❖ 세균이 번식하다：細菌が繁殖する 
❖ 대량으로 번식하다：大量に繁殖する

%

達成率
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 풍속 ■ 변변하다 ■ 겨냥하다 ■ 속속

반하다

S惚れる

J열광하다：熱狂する／이끌리다：惹かれる／
홀리다：惑わされる／혹하다：惚れこむ

❖ 한눈에 반하다：一目惚れする

　우리 아버지는 어머니에게 첫눈에 반했다고 한다. 일주일 동안 썼다 지운 편지만  

해도 100통이 넘었다고 한다. 친구들의 도움으로 하게 된 첫 데이트 때는 쑥스러

워서 말 한마디도 제대로 못 했단다. 어머니한테 장가가는 날에는 입이 찢어져라  

웃는 모습에 사람들의 놀림감이 되기도 했다고 들었다. 만나서 지금까지 30년이  

넘는 세월 한결같은 두 분의 모습을 보면 사랑하는 사람과 사는 것만큼 행복한  

것은 없는 것 같다. 

　うちの父は母に一目ぼれしたそうだ。一週間の間，書いては消した手紙だけでも 100 通を超え
たらしい。友人の助けで叶った初デートのときは，恥ずかしくてろくにしゃべれなかったそうだ。
母を妻として迎えた（娶った）日には満面の笑みを浮かべる姿に，みんなからの冷やかしがあった
と聞いた。出会ってから今まで 30 年が経っても一途な二人の姿を見ると，愛する人と暮らすこと
ほど幸せなことはないようだ。

쑥스럽다

D恥ずかしい，はにかむ ㅂ変

J겸연쩍다：照れ臭い／계면쩍다：気まずい／
부끄럽다：恥ずかしい／어색하다：ぎごちない 

장가가다

S（男が）結婚する，妻を娶る　A장가：妻を娶ること 

J결혼하다：結婚する／장가들다：妻を娶る
L시집가다：嫁ぐ，嫁入りする

놀리다

Sからかう

J빈정거리다：皮肉る／비웃다：あざ笑う／
조롱하다：冷やかす／희롱하다：ふざける 

❖ 놀려 먹다：もてあそぶ，（おもしろがって）からかう

한결같다

D終始一貫している，一途だ　F한결같이：一途に

J시종일관하다：終始一貫している／여전하다：同じだ／
변함없다：変わらない 

❖ 한결같은 태도[마음]：終始一貫した態度［心］

거뜬하다

D（思ったより）軽い，手軽だ　F거뜬히：軽々と

L뻐근하다：だるい
❖ 거뜬하게 들다：軽々と持ち上げる
❖ 거뜬히 해 내다：手軽にやってのける

　나이가 들었다는 걸 실감할 때가 있다. 이틀을 꼬박 새우고도 거뜬하던 체력이  

평소보다 1시간만 덜 자도 하루 종일 아무것도 못할 때, 헐렁하던 바지가 꽉 

조여서 잠기지 않을 때 정말 예전 같지 않다는 걸 느끼게 된다. 떨어진 체력과  

비만에 가까운 거대한 몸을 정상적인 상태로 되돌리기 위해서 고민하던 끝에 큰맘  

먹고 집에 트레드밀을 들여놓았다. 게으른 내가 과연 몇 번이나 운동을 할지는 

나도 장담은 못 하겠다.

　年を取ったということを実感するときがある。まる二日間徹夜しても何ともなかった（軽かった）
体力が，普段より 1 時間でも寝不足だと一日中何もできなくなるとき，ゆったりしていたズボン
がきつくてボタンが締められないとき，本当に昔とは違うことを実感する。劣えてきた体力と肥満
に近い巨大な体を本来の状態に戻すために，悩んだ末，一大決心して家にランニングマシンを買い
入れた。怠け者の私が果たして何回運動をするかは私も保証できない。

비만

A肥満

J비대：肥大　❖ 비만형：肥満型　❖ 비만증：肥満症
❖ 소아 비만：小児肥満　❖ 중년 비만：中年太り
❖ 비만을 치료하다：肥満を治療する

들여놓다
[드려노타]

S入れておく，踏み入れる，買い入れる

L내놓다：出しておく
❖ 발을 들여놓다：足を踏み入れる
❖ 가구를[물건을] 들여놓다：家具を［品物を］買い入れる

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

궁여지책	 《窮餘之策》
窮余の一策，苦し紛れに思いついた一策。

■ 통제하다 ■ 탐사 ■ 부착되다 ■ 번식하다

반하다

S惚れる

J열광하다：熱狂する／이끌리다：惹かれる／
홀리다：惑わされる／혹하다：惚れこむ

❖ 한눈에 반하다：一目惚れする

　우리 아버지는 어머니에게 첫눈에 반했다고 한다. 일주일 동안 썼다 지운 편지만  

해도 100통이 넘었다고 한다. 친구들의 도움으로 하게 된 첫 데이트 때는 쑥스러

워서 말 한마디도 제대로 못 했단다. 어머니한테 장가가는 날에는 입이 찢어져라  

웃는 모습에 사람들의 놀림감이 되기도 했다고 들었다. 만나서 지금까지 30년이  

넘는 세월 한결같은 두 분의 모습을 보면 사랑하는 사람과 사는 것만큼 행복한  

것은 없는 것 같다. 

　うちの父は母に一目ぼれしたそうだ。一週間の間，書いては消した手紙だけでも 100 通を超え
たらしい。友人の助けで叶った初デートのときは，恥ずかしくてろくにしゃべれなかったそうだ。
母を妻として迎えた（娶った）日には満面の笑みを浮かべる姿に，みんなからの冷やかしがあった
と聞いた。出会ってから今まで 30 年が経っても一途な二人の姿を見ると，愛する人と暮らすこと
ほど幸せなことはないようだ。

쑥스럽다

D恥ずかしい，はにかむ ㅂ変

J겸연쩍다：照れ臭い／계면쩍다：気まずい／
부끄럽다：恥ずかしい／어색하다：ぎごちない 

장가가다

S（男が）結婚する，妻を娶る　A장가：妻を娶ること 

J결혼하다：結婚する／장가들다：妻を娶る
L시집가다：嫁ぐ，嫁入りする

놀리다

Sからかう

J빈정거리다：皮肉る／비웃다：あざ笑う／
조롱하다：冷やかす／희롱하다：ふざける 

❖ 놀려 먹다：もてあそぶ，（おもしろがって）からかう

한결같다

D終始一貫している，一途だ　F한결같이：一途に

J시종일관하다：終始一貫している／여전하다：同じだ／
변함없다：変わらない 

❖ 한결같은 태도[마음]：終始一貫した態度［心］

거뜬하다

D（思ったより）軽い，手軽だ　F거뜬히：軽々と

L뻐근하다：だるい
❖ 거뜬하게 들다：軽々と持ち上げる
❖ 거뜬히 해 내다：手軽にやってのける

　나이가 들었다는 걸 실감할 때가 있다. 이틀을 꼬박 새우고도 거뜬하던 체력이  

평소보다 1시간만 덜 자도 하루 종일 아무것도 못할 때, 헐렁하던 바지가 꽉 

조여서 잠기지 않을 때 정말 예전 같지 않다는 걸 느끼게 된다. 떨어진 체력과  

비만에 가까운 거대한 몸을 정상적인 상태로 되돌리기 위해서 고민하던 끝에 큰맘  

먹고 집에 트레드밀을 들여놓았다. 게으른 내가 과연 몇 번이나 운동을 할지는 

나도 장담은 못 하겠다.

　年を取ったということを実感するときがある。まる二日間徹夜しても何ともなかった（軽かった）
体力が，普段より 1 時間でも寝不足だと一日中何もできなくなるとき，ゆったりしていたズボン
がきつくてボタンが締められないとき，本当に昔とは違うことを実感する。劣えてきた体力と肥満
に近い巨大な体を本来の状態に戻すために，悩んだ末，一大決心して家にランニングマシンを買い
入れた。怠け者の私が果たして何回運動をするかは私も保証できない。

비만

A肥満

J비대：肥大　❖ 비만형：肥満型　❖ 비만증：肥満症
❖ 소아 비만：小児肥満　❖ 중년 비만：中年太り
❖ 비만을 치료하다：肥満を治療する

들여놓다
[드려노타]

S入れておく，踏み入れる，買い入れる

L내놓다：出しておく
❖ 발을 들여놓다：足を踏み入れる
❖ 가구를[물건을] 들여놓다：家具を［品物を］買い入れる

%

達成率
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　日本語を韓国語にしてください。（わからなかった単語は戻って再チェック！）

081 水蒸気，湯気 （                      ）

082 真っ盛り （                      ）

083 せがむ，ねだる（                      ）

084 暖かい （                      ）

085 愚かだ （                      ）

086 震える （                      ）

087 悔やむ （                      ）

088 冷静だ （                      ）

089 判定する （                      ）

090 覆す （                      ）

091 推論する （                      ）

092 燃料 （                      ）

093 排出 （                      ）

094 分解する （                      ）

095 伐木，伐採 （                      ）

096 わけ，理由 （                      ）

097 比喩，例え （                      ）

098 身の上，境遇 （                      ）

099 何気なく （                      ）

100 赤い （                      ）

101 たしなめる （                      ）

102 むしろ （                      ）

103 厳しい （                      ）

104 分別，物心 （                      ）

105 風俗，風潮 （                      ）

106 まともである （                      ）

107 狙う，あてつける（                      ）

108 続々と （                      ）

109 統制する （                      ）

110 探査 （                      ）

111 付着する （                      ）

112 繁殖する （                      ）

113 惚れる （                      ）

114 はにかむ （                      ）

115 妻を娶る （                      ）

116 からかう （                      ）

117 一途だ （                      ）

118 手軽だ （                      ）

119 肥満 （                      ）

120 入れておく （                      ）

50
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▶慣用句

골머리를 썩이다 （＝골치를 앓다） 頭を悩ます，どうすればいいのかわからず頭が
痛い

귀청이 떨어지다［터지다］ 鼓膜が破れそうなほど音が非常に大きい，耳を
つんざくほどに大きい音

귀를 의심하다 耳を疑う，信じがたい話を聞いて聞き間違った
のかと考える

국수를 먹다［먹이다］ 結婚すること，他人が結婚しておもてなしを受
けること

귀가 따갑다 聞き飽きてうんざりだ，耳が痛い

▶諺
구슬이 서 말이라도 꿰어야 

보배다
玉磨かざれば光なし

굴러 온 돌이 박힌 돌을 뺀다   他から入ってきた人が勢力がより強くて元から
いた人を追い出す

굿이나 보고 떡이나 먹어라 他人のことにいたずらに干渉しないで実利をは
かるほうが良い

꿈보다 해몽이 좋다 物事は考え方次第

남의 떡이 더 커 보인다 隣の芝は青く見える
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■下線部には以下のいずれかの語が入ります。前後の文脈を読み，適切な形にして
文章を完成させましょう。（解答：p.294）

1. ‘  던진 돌에 개구리는 맞아 죽는다’는 말이 있다. 우리가 
아무렇지 않게 내뱉는 말들과 행동들이 우리도 모르는 사이에 다른  
사람들에게 상처를 주고 있을지도 모른다. 

2. 발표가 끝나자 감동 받은 청중들이 기립 박수를 보냈다. 발표자는  
아/어하면서 다시 연단 위로 올라갔고 앞으로 더 좋은 

강의를 위해 노력하겠다고 했다. 

3. 교토의정서에 따라 각국은 온실 가스의 을/를 줄이기 위해  
노력하고자 하였으나 자국의 산업을 보호하기 위해 탈퇴한 나라들도  
있다. 

4. 열쇠를 잃어버리는 바람에 가족들이 돌아올 때까지 추운 밖에서 
고 있었다. 

5. 리더들은 자신이 한 번 내린 결정을 타당한 이유 없이 아/어서는  
안 된다. 그런 일들이 반복된다면 그를 따르는 사람들의 신뢰를 잃기 
십상이기 때문이다. 

6. 어린이날 친구들이 모두 놀이공원에 간다는 말을 듣고 우리 아이도  
가고 싶다고 (으)ㄴ/는데 그날 나와 아내 모두 출근을 해야  
해서 아이에게 미안할 따름이다. 

7. 이번에 출시된 휴대 전화는 스마트폰 사용을 어려워하는 장년층을  
아/어 제작해서 어버이날을 맞아 부모님께 선물하려고 

하는 사람들의 문의가 끊이지 않고 있다. 

한창 조르다 떨다 냉정하다 번복하다

추론하다 배출 분해하다 무심코 나무라다

차라리 따끔하다 변변하다 겨냥하다 통제하다

번식하다 반하다 쑥스럽다 한결같다 들여놓다

081-120練習問題
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8. 한 번 잘못된 길에 발을 (으)면 되돌리기 쉽지 않으므로 
아무리 힘들어도 정정당당한 방법으로 살아가야 한다. 

9. 술을 마실 때 물도 같이 마셔 주는 것이 좋다. 물은 체내에서  
알코올을 (으)ㄴ/는 데 도움이 되고 탈수 현상을 방지해 
주기 때문이다.

10. 어머니께서는 비가 오나 눈이 오나 아무리 힘든 일이 있어도 
게도 아침에 일어나서 우리들의 아침을 챙겨 주셨다. 

11. 내가 이별을 고하자마자 남자 친구는 게 뒤도 돌아보지 
않고 떠났다. 

12. 심장병으로 병원에 누워 있는 아이를 지켜 보느니  내가 
아픈 게 나을 듯싶다. 

13. 부엌에 있는 수도꼭지는 각종 식재료를 만진 손으로 물을 틀기 때문에  
세균이 기에 적합한 환경을 만듭니다.

14. 아이가 잘못을 했어도 무조건 지 말고 먼저 아이의 이야기를  
잘 들어주는 것이 중요합니다. 

15. 새벽부터 기대에 부풀어 아이들과 같이 낚시를 갔는데 처음이라서 
그런지 (으)ㄴ/는 수확도 없이 빈손으로 돌아왔다. 

16. 지금  꽁치가 맛있는 시기라서 요즘은 매일 꽁치만 먹고  
있어요. 

17. 도서관에 갔다가 우연히 초등학교 때 동창을 만났는데 너무나도 
달라진 모습에 아/어 버렸다. 

18. 출연자들의 안전을 위해 여기부터는 일반인들의 출입을 (스)ㅂ니다. 

19. 이번 유물의 발견으로 그동안 베일에 쌓여 있었던 구석시 시대 인류의  
생활상을 아/어 볼 수 있을 것이라 기대하고 있다. 

20. 며칠 동안 더운 날이 계속되더니 목 주변이 가렵고 아/어서  
병원에 가니 땀띠라고 한다. 

081-120練習問題
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 반하다 ■ 쑥스럽다 ■ 장가가다 ■ 놀리다

가려지다

S遮られる，隠される，包まれる 《가리어지다의の縮約形》

❖ 커튼에 가려져 있다：カーテンに遮られている
❖ 눈이 가려지다：目隠しされる

　영화 ‘아마데우스’는 천재 작곡가인 볼프강 아마데우스 모차르트와 그의  

그늘에 가려져 빛을 보지 못한 비운의 음악가 안토니오 살리에리의 이야기입니다.  

영화 속에서 살리에리는 평생 모차르트에 대한 열등감에 시달리며 갈등에 갈등을  

거듭하다가 결국에는 모차르트를 독살하게 되고 맙니다.

　최근 이인자의 대명사로 꼽히던 살리에리를 주인공으로 내세운 창작 뮤지컬이 

공연되어 화제가 되고 있습니다. 과거의 이야기지만 항상 다른 사람들과 비교하며  

박탈감과 소외감을 느끼고 있는 현대인들이 충분히 공감할 수 있는 내용이므로  

관심이 있으신 분들의 많은 관람 부탁드리겠습니다.

　映画「アマデウス」は天才作曲家であるヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトと，彼の陰
に隠れて日の目を見ることができなかった悲運の音楽家アントニオ・サリエリの話です。映画の中
でサリエリは生涯モーツァルトに対する劣等感に苦しみながら葛藤に葛藤を重ね，結局はモーツァ
ルトを毒殺してしまいます。
　最近，二番手の代名詞として挙げられていたサリエリを主人公にした創作ミュージカルが公演さ
れ話題になっています。過去の話ですが，いつも他人と比べながらはく奪感と疎外感を感じている
現代人が十分共感できる内容なので，関心のある方々のたくさんのご観覧をよろしくお願いいたし
ます。

갈등
[갈뜽]

A葛藤，対立

J혼돈：混沌／번민：煩悩／고민：悩み／불화：不和
❖ 노사[세대] 간의 갈등：労使［世帯］間の葛藤
❖ 고부 간의 갈등：姑と嫁の葛藤

꼽히다
[꼬피다]

S数えられる，選ばれる，挙げられる

❖ 다섯 손가락에 꼽히다：五本の指に入る
❖ 첫째로 꼽히다：第一（一番）に選ばれる 
❖ 우승 후보로 꼽히다：優勝候補に選ばれる

박탈

Aはく奪

J몰수：没収　
❖ 박탈감：はく奪感
❖ 선거권[소유권/자격] 박탈：選挙権［所有権／資格］はく奪 

소외

A疎外

J소원：疎遠　L참여：参与
❖ 소외감：疎外感　❖ 소외 계층：疎外階層
❖ 소외를 당하다：疎外される

평상시

A平常時，普段

J평소：普段／상시：常時　L비상시：非常時／유사시：有事の際
❖ 평상시 같다：普段と同じだ
❖ 평상시처럼 행동하다 ：普段どおりに行動する

　한창 주가를 올리고 있던 A 가수가 모 방송에서 한 발언이 문제가 되고 있다.  

평상시에도 과감한 행동과 말들로 구설수에 오르곤 했는데 이번 발언은 팬들에게도  

충격을 안겨 주었다. A 씨의 SNS에는 악성 댓글이 빗발치고 있어 결국 SNS 계정도  

폐쇄했다고 한다. 

　昇り調子の歌手 A が某放送番組でした発言が問題になっている。普段から果敢な言動で世間の
噂になったりしていたが，今回の発言はファンたちにも衝撃を与えた。A 氏の SNS には悪質なコ
メントが殺到していたので，結局 SNS のアカウントも閉鎖したそうだ。

과감하다

D果敢だ，勇敢だ　F과감히：果敢に

❖ 과감하게 공격하다：果敢に攻撃する 
❖ 과감히 맞서다：果敢に立ち向かう 
❖ 과감한 결정[도전/플레이]：果敢な決定［挑戦／プレー］

빗발치다

S（雨あられのように）激しい，殺到する 《否定的な表現でよく使われる》

❖ 비난[여론/질책]이 빗발치다：非難［世論／叱咤］が激しい
❖ 총알이 빗발치다：銃弾が雨あられのように飛んでくる

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

근묵자흑	 《近墨者黑》
朱に交われば赤くなる。

■ 한결같다 ■ 거뜬하다 ■ 비만 ■ 들여놓다

가려지다

S遮られる，隠される，包まれる 《가리어지다의の縮約形》

❖ 커튼에 가려져 있다：カーテンに遮られている
❖ 눈이 가려지다：目隠しされる

　영화 ‘아마데우스’는 천재 작곡가인 볼프강 아마데우스 모차르트와 그의  

그늘에 가려져 빛을 보지 못한 비운의 음악가 안토니오 살리에리의 이야기입니다.  

영화 속에서 살리에리는 평생 모차르트에 대한 열등감에 시달리며 갈등에 갈등을  

거듭하다가 결국에는 모차르트를 독살하게 되고 맙니다.

　최근 이인자의 대명사로 꼽히던 살리에리를 주인공으로 내세운 창작 뮤지컬이 

공연되어 화제가 되고 있습니다. 과거의 이야기지만 항상 다른 사람들과 비교하며  

박탈감과 소외감을 느끼고 있는 현대인들이 충분히 공감할 수 있는 내용이므로  

관심이 있으신 분들의 많은 관람 부탁드리겠습니다.

　映画「アマデウス」は天才作曲家であるヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトと，彼の陰
に隠れて日の目を見ることができなかった悲運の音楽家アントニオ・サリエリの話です。映画の中
でサリエリは生涯モーツァルトに対する劣等感に苦しみながら葛藤に葛藤を重ね，結局はモーツァ
ルトを毒殺してしまいます。
　最近，二番手の代名詞として挙げられていたサリエリを主人公にした創作ミュージカルが公演さ
れ話題になっています。過去の話ですが，いつも他人と比べながらはく奪感と疎外感を感じている
現代人が十分共感できる内容なので，関心のある方々のたくさんのご観覧をよろしくお願いいたし
ます。

갈등
[갈뜽]

A葛藤，対立

J혼돈：混沌／번민：煩悩／고민：悩み／불화：不和
❖ 노사[세대] 간의 갈등：労使［世帯］間の葛藤
❖ 고부 간의 갈등：姑と嫁の葛藤

꼽히다
[꼬피다]

S数えられる，選ばれる，挙げられる

❖ 다섯 손가락에 꼽히다：五本の指に入る
❖ 첫째로 꼽히다：第一（一番）に選ばれる 
❖ 우승 후보로 꼽히다：優勝候補に選ばれる

박탈

Aはく奪

J몰수：没収　
❖ 박탈감：はく奪感
❖ 선거권[소유권/자격] 박탈：選挙権［所有権／資格］はく奪 

소외

A疎外

J소원：疎遠　L참여：参与
❖ 소외감：疎外感　❖ 소외 계층：疎外階層
❖ 소외를 당하다：疎外される

평상시

A平常時，普段

J평소：普段／상시：常時　L비상시：非常時／유사시：有事の際
❖ 평상시 같다：普段と同じだ
❖ 평상시처럼 행동하다 ：普段どおりに行動する

　한창 주가를 올리고 있던 A 가수가 모 방송에서 한 발언이 문제가 되고 있다.  

평상시에도 과감한 행동과 말들로 구설수에 오르곤 했는데 이번 발언은 팬들에게도  

충격을 안겨 주었다. A 씨의 SNS에는 악성 댓글이 빗발치고 있어 결국 SNS 계정도  

폐쇄했다고 한다. 

　昇り調子の歌手 A が某放送番組でした発言が問題になっている。普段から果敢な言動で世間の
噂になったりしていたが，今回の発言はファンたちにも衝撃を与えた。A 氏の SNS には悪質なコ
メントが殺到していたので，結局 SNS のアカウントも閉鎖したそうだ。

과감하다

D果敢だ，勇敢だ　F과감히：果敢に

❖ 과감하게 공격하다：果敢に攻撃する 
❖ 과감히 맞서다：果敢に立ち向かう 
❖ 과감한 결정[도전/플레이]：果敢な決定［挑戦／プレー］

빗발치다

S（雨あられのように）激しい，殺到する 《否定的な表現でよく使われる》

❖ 비난[여론/질책]이 빗발치다：非難［世論／叱咤］が激しい
❖ 총알이 빗발치다：銃弾が雨あられのように飛んでくる

%

達成率

16
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 가려지다 ■ 갈등 ■ 꼽히다 ■ 박탈

말리다

S止める

J만류하다：引き止める／중재하다：仲裁する
❖ 싸움[폭행]을 말리다：喧嘩［暴力］を止める 

　어렸을 때는 정말 아무도 말릴 수 없는 개구쟁이였다. 항상 수업 시간에 장난을  

쳐서 선생님을 곤란하게 만들곤 했다. 처음엔 악의가 없는 장난이었기에 항상 감싸  

주시던 선생님도 다른 아이들이 나를 따라 말을 듣지 않기 시작하자 본보기를  

보여야겠다며 나를 호되게 혼내셨다. 부모님들도 선생님의 마음을 이해하고  

계셨기에 선생님의 처분을 담담하게 받아들이셨다.

　幼いときはまさに誰にも止められないほどのわんぱくだった。いつも授業時間にいたずらをして
先生を困らせたこともあった。初めは悪気のないイタズラだったので，いつも大目に見てくれてい
た先生も，ほかの子供たちが私を真似して一人二人と言うことを聞かなくなると，手本を見せなけ
ればと私を厳しく叱った。両親も先生の気持ちを理解していたので先生の処分を淡々と受け取った。

본보기

A手本，見本

J본：手本，模範／귀감：鏡／사례：事例 
❖ 본보기가 되다：手本になる　❖ 본보기로 삼다：見本にする
❖ 본보기를 제시하다：見本を提示する

호되다

D甚だしい，むごい，厳しい

J심하다：酷い／혹독하다 ：非常に厳しい 
❖ 호되게 나무라다：きつくとがめる
❖ 호된 질책[비평]：厳しい叱咤［批評］

담담하다

D淡々としている　F담담히：淡々と

J평온하다：平穏だ／덤덤하다：淡々としている
❖ 담담한 목소리[태도/심정]：淡々とした声［態度／心情］
❖ 애써 담담하려 하다：あえて平穏であろうと尽くす

구르다

S転がる 르変

J회전하다：回転する／굴러가다：転がる／돌다：回る
❖ 앞구르기：前転　❖ 굴러 떨어지다：転がって落ちる
❖ 비탈길에서[데굴데굴] 구르다：坂道で［ころころ］転がる

　‘구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다’는 말이 있다. 현재의 위치에 안주하지 말고  

발전된 모습으로 열심히 나아가기 위해서 꾸준히 노력을 해야 한다는 것을  

의미하는 말이다. 사실 살다 보면 모든 일이 내 생각대로 잘 되는 건 아니다.  

때로는 벽에 부딪히기도 하고 그 벽 앞에서 한없이 초라해 보이기도 한다. 그러나  

포기하지 않고 열심히 노력하다 보면 반드시 원하는 것을 손에 넣을 수 있는 날이  

올 것이다. 

　「転がる石に苔むさず」という言葉がある。現状に安住せず発展した姿に向かって一生懸命に進
むためには絶えなく努力しなければならないという意味の言葉である。実際，生きているうちにす
べてのことが自分の思いどおり上手くいくことはない。時には壁にぶつかったりもして，その壁の
前で限りなく惨めに思えたりもする。しかし諦めずに一生懸命努力すれば，必ず望むものを手に入
れることができる日が来るだろう。

안주하다

S安住する

❖ 현실에 안주하다：現実に安住する 
❖ 타국[시골]에 안주하다：他国［田舎］に安住する

한없이
[하ː넙씨]

F限りなく，とてつもなく　D한없다：限りない

J끝없이：終わりなく／그지없이, 하염없이：限りなく
❖ 한없는 사랑：限りない愛
❖ 한없이 흐르다：限りなく流れる

초라하다

Dみすぼらしい，貧弱だ，惨めだ　F초라히：みすぼらしく

J볼품없다：貧相だ／보잘것없다：つまらない／궁상맞다：貧乏くさい
L성대하다：盛大だ／화려하다：華麗だ

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

금상첨화	 《錦上添花》
良いことにまた良いことが重なる。

■ 소외 ■ 평상시 ■ 과감하다 ■ 빗발치다

말리다

S止める

J만류하다：引き止める／중재하다：仲裁する
❖ 싸움[폭행]을 말리다：喧嘩［暴力］を止める 

　어렸을 때는 정말 아무도 말릴 수 없는 개구쟁이였다. 항상 수업 시간에 장난을  

쳐서 선생님을 곤란하게 만들곤 했다. 처음엔 악의가 없는 장난이었기에 항상 감싸  

주시던 선생님도 다른 아이들이 나를 따라 말을 듣지 않기 시작하자 본보기를  

보여야겠다며 나를 호되게 혼내셨다. 부모님들도 선생님의 마음을 이해하고  

계셨기에 선생님의 처분을 담담하게 받아들이셨다.

　幼いときはまさに誰にも止められないほどのわんぱくだった。いつも授業時間にいたずらをして
先生を困らせたこともあった。初めは悪気のないイタズラだったので，いつも大目に見てくれてい
た先生も，ほかの子供たちが私を真似して一人二人と言うことを聞かなくなると，手本を見せなけ
ればと私を厳しく叱った。両親も先生の気持ちを理解していたので先生の処分を淡々と受け取った。

본보기

A手本，見本

J본：手本，模範／귀감：鏡／사례：事例 
❖ 본보기가 되다：手本になる　❖ 본보기로 삼다：見本にする
❖ 본보기를 제시하다：見本を提示する

호되다

D甚だしい，むごい，厳しい

J심하다：酷い／혹독하다 ：非常に厳しい 
❖ 호되게 나무라다：きつくとがめる
❖ 호된 질책[비평]：厳しい叱咤［批評］

담담하다

D淡々としている　F담담히：淡々と

J평온하다：平穏だ／덤덤하다：淡々としている
❖ 담담한 목소리[태도/심정]：淡々とした声［態度／心情］
❖ 애써 담담하려 하다：あえて平穏であろうと尽くす

구르다

S転がる 르変

J회전하다：回転する／굴러가다：転がる／돌다：回る
❖ 앞구르기：前転　❖ 굴러 떨어지다：転がって落ちる
❖ 비탈길에서[데굴데굴] 구르다：坂道で［ころころ］転がる

　‘구르는 돌에는 이끼가 끼지 않는다’는 말이 있다. 현재의 위치에 안주하지 말고  

발전된 모습으로 열심히 나아가기 위해서 꾸준히 노력을 해야 한다는 것을  

의미하는 말이다. 사실 살다 보면 모든 일이 내 생각대로 잘 되는 건 아니다.  

때로는 벽에 부딪히기도 하고 그 벽 앞에서 한없이 초라해 보이기도 한다. 그러나  

포기하지 않고 열심히 노력하다 보면 반드시 원하는 것을 손에 넣을 수 있는 날이  

올 것이다. 

　「転がる石に苔むさず」という言葉がある。現状に安住せず発展した姿に向かって一生懸命に進
むためには絶えなく努力しなければならないという意味の言葉である。実際，生きているうちにす
べてのことが自分の思いどおり上手くいくことはない。時には壁にぶつかったりもして，その壁の
前で限りなく惨めに思えたりもする。しかし諦めずに一生懸命努力すれば，必ず望むものを手に入
れることができる日が来るだろう。

안주하다

S安住する

❖ 현실에 안주하다：現実に安住する 
❖ 타국[시골]에 안주하다：他国［田舎］に安住する

한없이
[하ː넙씨]

F限りなく，とてつもなく　D한없다：限りない

J끝없이：終わりなく／그지없이, 하염없이：限りなく
❖ 한없는 사랑：限りない愛
❖ 한없이 흐르다：限りなく流れる

초라하다

Dみすぼらしい，貧弱だ，惨めだ　F초라히：みすぼらしく

J볼품없다：貧相だ／보잘것없다：つまらない／궁상맞다：貧乏くさい
L성대하다：盛大だ／화려하다：華麗だ

%

達成率
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日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 말리다 ■ 본보기 ■ 호되다 ■ 담담하다

구상하다

S構想する

J설계하다：設計する／짜다：組む
❖ 대응책[사업]을 구상하다：対応策［事業］を構想する
❖ 구상 단계：構想段階　❖ 비현실적인 구상：非現実的な構想 

　초등학교 때 쓴 미래 사회에 대한 작문을 읽었다. 내가 구상한 2030년의 모습은  
모든 사람들이 자유롭게 우주 여행을 하고 사람들은 화상 통화를 하고 있었다. 
하늘을 나는 자동차와 집안일을 대신 해 주는 로보트까지 첨단 기술들로 우리
의 생활은 편리해져 있을 거라고 써 있었다.

　어린 시절에는 굉장히 먼 미래의 일이라고 생각했던 일들이 이미 현실화된 것을  
보고 놀랐다. 또한 머지않아 일반인들의 우주 여행도 가능해진다고 하니 나의 
예상들이 그저 허황된 상상에 그치지 않은 것 같아 신기할 따름이다.
 　小学生のときに書いた未来の社会についての作文を読んだ。私が構想した 2030 年の姿はすべて
の人々が自由に宇宙旅行をし，人々はテレビ電話をしていた。空を飛ぶ自動車と家事を代わりにやっ
てくれるロボットまで，先端技術のおかげで我々の生活は便利になっているだろうと書いてあった。
　幼いときはとても遠い未来のことだと考えていたことが，すでに現実化しているのをみて驚いた。
またそう遠くないうちに一般人の宇宙旅行も可能になるというから，私の予想がただ荒唐無稽な想
像ではなかったようで不思議でならない。

머지않다
[머지안타]

Dそう遠くない，もうじき 《時間的に遠くないことを意味する》

❖ 머지않아 밝혀질 것이다：そのうち明らかになるだろう
❖ 머지않아 소식이 올 것이다：間もなく便りが来るだろう

허황되다

D荒唐無稽である

J허무맹랑하다：まったくでたらめである
❖ 허황된 말[꿈]：とんでもない言葉［夢］
❖ 허황되어 믿을 수 없다：おかしすぎて信じられない

단정하다

D端正である，きれいだ　F단정히：端正に

J말끔하다：清潔だ／바르다：正しい／말쑥하다：洗練されている
❖ 용모 단정：容貌がきれい　❖ 품행이 단정하다：品行方正だ
❖ 단정한 옷차림：品のある身なり（服装）

　집에서나 회사에서나 아무리 힘든 일이 있어도 항상 단정하던 모습을 보이시던  

아버지는 어머니가 돌아가신 후 처음으로 우리에게 흐트러진 모습을 보였다. 살아갈  

의욕을 잃으신 듯 넋을 놓고 계신 모습이 가슴을 저며 왔다. 감히 아버지의 슬픔을  

헤아릴 수 있다고 말할 수 있겠냐마는 60년 동안 희로애락을 공유해 왔던 두 분의  

깊은 사랑은 새삼 알 수 있었다. 자식된 자로서 한 가지 바람이 있다면 아버지가  

어머니 곁으로 가시는 날까지 건강하셨으면 좋겠다. 

　家でも会社でもどんなに辛いことがあっても，いつも端正な姿を見せていた父は，母が亡くなっ
たあと，初めて私たちに取り乱した姿を見せた。生きる意欲を失ったように魂が抜けたような姿が
胸を締めつけてきた。恐れ多くも父の悲しみを察することができるとは言えないが，60 年間喜怒
哀楽を共にしてきた二人の深い愛を改めて知ることができた。子としてひとつ願いがあるとしたら，
父が母のそばに行ける日まで健康でいてほしい。

흐트러지다

S乱れる，散らばる

J헝클어지다：ぐしゃぐしゃになる
L모이다：集まる／뭉치다：ひとつにまとまる
❖ 방이 흐트러져 있다：部屋が散らかっている

저미다

S薄切りにする，締めつける

❖ 고기를[생선을] 저미다：肉を［魚を］薄切りにする
❖ 바람이 뺨을 저미다：風が頬を切る
❖ 마음을 저미다：心を痛めつける

감히

F敢えて，大胆にも，恐れることもなく

J버릇없이：ぶしつけに／언감생심：焉敢生心（敢えてそんなこと
は考えることすらできないこと）／어찌：どうして
❖ 감히 말씀드린다면：敢えてお話しをするならば

헤아리다

S数える，察する

J셈하다：計算する／떠보다：推し量る／재다：測る／
추측하다：推測する／세다：数える

❖ 심정[고충]을 헤아리다：心情［苦しみ］を察する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

금의환향	 《錦衣還鄕》
出世して故郷に帰ること，故郷へ錦を飾ること。

■ 구르다 ■ 안주하다 ■ 한없이 ■ 초라하다

구상하다

S構想する

J설계하다：設計する／짜다：組む
❖ 대응책[사업]을 구상하다：対応策［事業］を構想する
❖ 구상 단계：構想段階　❖ 비현실적인 구상：非現実的な構想 

　초등학교 때 쓴 미래 사회에 대한 작문을 읽었다. 내가 구상한 2030년의 모습은  
모든 사람들이 자유롭게 우주 여행을 하고 사람들은 화상 통화를 하고 있었다. 
하늘을 나는 자동차와 집안일을 대신 해 주는 로보트까지 첨단 기술들로 우리
의 생활은 편리해져 있을 거라고 써 있었다.

　어린 시절에는 굉장히 먼 미래의 일이라고 생각했던 일들이 이미 현실화된 것을  
보고 놀랐다. 또한 머지않아 일반인들의 우주 여행도 가능해진다고 하니 나의 
예상들이 그저 허황된 상상에 그치지 않은 것 같아 신기할 따름이다.
 　小学生のときに書いた未来の社会についての作文を読んだ。私が構想した 2030 年の姿はすべて
の人々が自由に宇宙旅行をし，人々はテレビ電話をしていた。空を飛ぶ自動車と家事を代わりにやっ
てくれるロボットまで，先端技術のおかげで我々の生活は便利になっているだろうと書いてあった。
　幼いときはとても遠い未来のことだと考えていたことが，すでに現実化しているのをみて驚いた。
またそう遠くないうちに一般人の宇宙旅行も可能になるというから，私の予想がただ荒唐無稽な想
像ではなかったようで不思議でならない。

머지않다
[머지안타]

Dそう遠くない，もうじき 《時間的に遠くないことを意味する》

❖ 머지않아 밝혀질 것이다：そのうち明らかになるだろう
❖ 머지않아 소식이 올 것이다：間もなく便りが来るだろう

허황되다

D荒唐無稽である

J허무맹랑하다：まったくでたらめである
❖ 허황된 말[꿈]：とんでもない言葉［夢］
❖ 허황되어 믿을 수 없다：おかしすぎて信じられない

단정하다

D端正である，きれいだ　F단정히：端正に

J말끔하다：清潔だ／바르다：正しい／말쑥하다：洗練されている
❖ 용모 단정：容貌がきれい　❖ 품행이 단정하다：品行方正だ
❖ 단정한 옷차림：品のある身なり（服装）

　집에서나 회사에서나 아무리 힘든 일이 있어도 항상 단정하던 모습을 보이시던  

아버지는 어머니가 돌아가신 후 처음으로 우리에게 흐트러진 모습을 보였다. 살아갈  

의욕을 잃으신 듯 넋을 놓고 계신 모습이 가슴을 저며 왔다. 감히 아버지의 슬픔을  

헤아릴 수 있다고 말할 수 있겠냐마는 60년 동안 희로애락을 공유해 왔던 두 분의  

깊은 사랑은 새삼 알 수 있었다. 자식된 자로서 한 가지 바람이 있다면 아버지가  

어머니 곁으로 가시는 날까지 건강하셨으면 좋겠다. 

　家でも会社でもどんなに辛いことがあっても，いつも端正な姿を見せていた父は，母が亡くなっ
たあと，初めて私たちに取り乱した姿を見せた。生きる意欲を失ったように魂が抜けたような姿が
胸を締めつけてきた。恐れ多くも父の悲しみを察することができるとは言えないが，60 年間喜怒
哀楽を共にしてきた二人の深い愛を改めて知ることができた。子としてひとつ願いがあるとしたら，
父が母のそばに行ける日まで健康でいてほしい。

흐트러지다

S乱れる，散らばる

J헝클어지다：ぐしゃぐしゃになる
L모이다：集まる／뭉치다：ひとつにまとまる
❖ 방이 흐트러져 있다：部屋が散らかっている

저미다

S薄切りにする，締めつける

❖ 고기를[생선을] 저미다：肉を［魚を］薄切りにする
❖ 바람이 뺨을 저미다：風が頬を切る
❖ 마음을 저미다：心を痛めつける

감히

F敢えて，大胆にも，恐れることもなく

J버릇없이：ぶしつけに／언감생심：焉敢生心（敢えてそんなこと
は考えることすらできないこと）／어찌：どうして
❖ 감히 말씀드린다면：敢えてお話しをするならば

헤아리다

S数える，察する

J셈하다：計算する／떠보다：推し量る／재다：測る／
추측하다：推測する／세다：数える

❖ 심정[고충]을 헤아리다：心情［苦しみ］を察する

%

達成率
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暗記度
チェック

60

日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 구상하다 ■ 머지않다 ■ 허황되다 ■ 단정하다

주춤하다

Sもたもたする，ためらう，一瞬止まる　F주춤：ぴたっと

J주춤거리다, 주춤대다：ぐずぐずする／망설이다：ためらう／
주저하다：躊躇する

❖ 발걸음을 주춤하다：歩みを止める

　상장 이후 꾸준한 성장세를 보이던 ○○사의 주식이 요즘 주춤하고 있다. 최근  

불안정한 국제 정세와 ○○사의 주력 사업인 중동의 중고차 수출 실적이 예상을  

크게 밑돈 가운데 엎친 데 덮친 격으로 최대 경쟁 업체가 철수한다는 소문까지  

증권가에 돌고 있어 투자자들은 시장 동향을 예의 주시하고 있다. 

　上場以降，着実な成長を見せていた○○社の株価がこの頃低迷している。最近の不安定な国際情
勢と○○社の主力事業である中東の中古車の輸出実績が予想を大きく下回る中，泣きっ面に蜂で最
大の競合業者が撤収するという噂まで証券街に出回っているので，投資家たちは市場の動向を注視
している。

밑돌다

S下回る ㄹ語幹

J하회하다：下回る　L웃돌다, 상회하다：上回る　 
❖ 작년을 밑돌다：昨年を下回る
❖ 평년 기온을 밑돌다 ：平年気温を下回る

철수하다
[철쑤하다]

S撤収する

J거두다：収穫する／돌아가다：帰る／후퇴하다：後退する 
L진출하다：進出する 
❖ 병력[사업]을 철수하다：兵力［事業］を撤収する

주시하다

S見守る，睨む，注視する

J눈여겨보다：注意深く見る／관찰하다：観察する／
응시하다：凝視する

❖ 나를[전방을] 주시하다：己［前方］を見つめる

거부

A拒否

❖ 거부감이 있다[들다]：拒否感がある［生じる］
❖ 거부 당하다：拒否される 

　어릴 때는 미신이라 생각하고 점을 보는 사람들을 이해할 수도 없었고, 점에 

대한 거부감이 컸었다. 그런데 재미로 본 점에서 지금 살고 있는 집의 터가 좋지  

않아서 일이 잘 안 풀린다는 말을 들었다. 그때는 그 말을 흘려들었는데 언제부턴가  

무슨 일이든 집 탓을 하게 되었다. 결국 이사를 하면서 그동안 찜찜했던 기분

이 말끔히 사라졌다.

　幼い頃は迷信だと思って占いをする人々を理解することもできなかったし，占いに対する拒否感
が大きかった。ところが面白半分でやってみた占いで，今住んでいる家の場所が良くないので事が
上手くいかないという話を聞いた。そのときはその話を聞き流したが，いつからか何か事が起きた
ら家のせいにするようになった。結局，引っ越しをすることでもやもやしていた気分がすっきり晴
れた。

터

A場所，敷地

J자리：席／장소：場所／기초：基礎／땅：土地
❖ 터를 닦다[다지다]：敷地を整える［固める］
❖ 낚시터：釣り場　❖ 일터：職場

찜찜하다

Dなんとなく気まずい，もやもやする

J꺼림칙하다：気が乗らない／찝찝하다：気が重い／
걸리다：気にかかる　L개운하다：すっきりする 

❖ 마음이 찜찜하다：すっきりしない

말끔히

Fすっきり，きれいに　D말끔하다：清潔だ

❖ 말끔히 정리하다[차려입다]：きれいに整理する［装う］
❖ 말끔히 헹구다[해결하다]：きれいにすすぐ［解決する］
❖ 말끔히 해소되다：すっきり解消する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

금지옥엽	 《金枝玉葉》
この上なく大事であること。

■ 흐트러지다 ■ 저미다 ■ 감히 ■ 헤아리다

주춤하다

Sもたもたする，ためらう，一瞬止まる　F주춤：ぴたっと

J주춤거리다, 주춤대다：ぐずぐずする／망설이다：ためらう／
주저하다：躊躇する

❖ 발걸음을 주춤하다：歩みを止める

　상장 이후 꾸준한 성장세를 보이던 ○○사의 주식이 요즘 주춤하고 있다. 최근  

불안정한 국제 정세와 ○○사의 주력 사업인 중동의 중고차 수출 실적이 예상을  

크게 밑돈 가운데 엎친 데 덮친 격으로 최대 경쟁 업체가 철수한다는 소문까지  

증권가에 돌고 있어 투자자들은 시장 동향을 예의 주시하고 있다. 

　上場以降，着実な成長を見せていた○○社の株価がこの頃低迷している。最近の不安定な国際情
勢と○○社の主力事業である中東の中古車の輸出実績が予想を大きく下回る中，泣きっ面に蜂で最
大の競合業者が撤収するという噂まで証券街に出回っているので，投資家たちは市場の動向を注視
している。

밑돌다

S下回る ㄹ語幹

J하회하다：下回る　L웃돌다, 상회하다：上回る　 
❖ 작년을 밑돌다：昨年を下回る
❖ 평년 기온을 밑돌다 ：平年気温を下回る

철수하다
[철쑤하다]

S撤収する

J거두다：収穫する／돌아가다：帰る／후퇴하다：後退する 
L진출하다：進出する 
❖ 병력[사업]을 철수하다：兵力［事業］を撤収する

주시하다

S見守る，睨む，注視する

J눈여겨보다：注意深く見る／관찰하다：観察する／
응시하다：凝視する

❖ 나를[전방을] 주시하다：己［前方］を見つめる

거부

A拒否

❖ 거부감이 있다[들다]：拒否感がある［生じる］
❖ 거부 당하다：拒否される 

　어릴 때는 미신이라 생각하고 점을 보는 사람들을 이해할 수도 없었고, 점에 

대한 거부감이 컸었다. 그런데 재미로 본 점에서 지금 살고 있는 집의 터가 좋지  

않아서 일이 잘 안 풀린다는 말을 들었다. 그때는 그 말을 흘려들었는데 언제부턴가  

무슨 일이든 집 탓을 하게 되었다. 결국 이사를 하면서 그동안 찜찜했던 기분

이 말끔히 사라졌다.

　幼い頃は迷信だと思って占いをする人々を理解することもできなかったし，占いに対する拒否感
が大きかった。ところが面白半分でやってみた占いで，今住んでいる家の場所が良くないので事が
上手くいかないという話を聞いた。そのときはその話を聞き流したが，いつからか何か事が起きた
ら家のせいにするようになった。結局，引っ越しをすることでもやもやしていた気分がすっきり晴
れた。

터

A場所，敷地

J자리：席／장소：場所／기초：基礎／땅：土地
❖ 터를 닦다[다지다]：敷地を整える［固める］
❖ 낚시터：釣り場　❖ 일터：職場

찜찜하다

Dなんとなく気まずい，もやもやする

J꺼림칙하다：気が乗らない／찝찝하다：気が重い／
걸리다：気にかかる　L개운하다：すっきりする 

❖ 마음이 찜찜하다：すっきりしない

말끔히

Fすっきり，きれいに　D말끔하다：清潔だ

❖ 말끔히 정리하다[차려입다]：きれいに整理する［装う］
❖ 말끔히 헹구다[해결하다]：きれいにすすぐ［解決する］
❖ 말끔히 해소되다：すっきり解消する

%

達成率

19

韓国語能力試験 TOPIK 5・6級 高級単語800 ためし読み →Webページへ

https://www.goken-net.co.jp/catalog/card.html?isbn=978-4-87615-323-7


160

159

158

157

156

155

154

153

暗記度
チェック

62

日　付 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日 年　 月　 日

習得数 /8 /8 /8 /8 /8

■ 주춤하다 ■ 밑돌다 ■ 철수하다 ■ 주시하다

사들이다

S仕入れる，買いあげる

J구입하다：購入する／매입하다：買い入れる
❖ 헐값에 사들이다：安値で仕入れる
❖ 도매상들에게서 사들이다：問屋から仕入れる

　북한의 핵미사일 실험과 그에 대해 국제 사회가 강력하게 대응하겠다는 기사가  

나자마자 전쟁에 대한 불안 때문인지 대형 마트와 시장에는 생필품을 사들이는  

사람들로 가득하다. 더불어 해외 이민에 대한 문의가 관련 기관에 쇄도하고 있다는  

기사가 연일 일간지 일면을 장식하고 있다.

　北朝鮮の核ミサイル実験とそれに対して国際社会が強く対応するという記事が出るやいなや，戦
争への不安のせいか大型スーパーと市場には生活必需品を買い入れる人々でいっぱいだ。併せて，
海外への移民に関する問い合わせが関連機関に殺到しているという記事が連日，日刊紙の一面を
飾っている。

더불다

S一緒である，共にする，併せる ㄹ語幹

J동행하다：同行する／같이하다：一緒にする
❖ 더불어 사는 세상：共に暮らす世の中
❖ 추위와[고통과/놀람과] 더불어：寒さと［苦しみと／驚きと］共に 

쇄도하다

S殺到する

J몰려들다：押し寄せる／몰리다：殺到する／
쏟아지다：一度にどっと出る

❖ 주문[요청]이 쇄도하다：注文［要請］が殺到する

세간

A巷，世の中，世間

J사회：社会／세상：世の中
❖ 세간의 이목을 끌다：世間の注目を集める
❖ 세간의 관심[반응]：世間の関心［反応］

　세간을 떠들썩하게 달군 스캔들 이후 일절 공개 석상에 얼굴을 내밀지 않았던  

탤런트 김 모 씨가 29일 기자 회견을 열어 처음으로 입을 열었다. 그날 그가  

회견장에 들어서자마자 일제히 플래시가 터졌다. 기자들을 향해 가볍게 인사를 한  

후 질문을 받기 시작했다. 쏟아지는 질문 공세에 조금의 흔들림도 없이 공손하게  

대답하는 모습과 깊이 사과하는 태도는 많은 사람들의 연민을 자극했지만  

앞으로의 활동 여부에 대해서는 대답을 회피했다. 그러나 김 모 씨 소속사에 따르면  

복귀를 위해 시나리오를 검토 중이며 이르면 내년 하반기에 스크린에서 볼 수 

있을 거라 밝혔다. 

　世間を騒がせ熱狂させたスキャンダル以降，いっさい公の場に顔を出していなかったタレントの
キム某氏が 29 日，記者会見を開いて初めて口を開いた。その日，彼が会場に入るやいなや一斉に
フラッシュがたかれた。記者たちに向かって軽く挨拶をした後，質問を受け始めた。相次ぐ質問の
攻勢に少しも揺るぎなく礼儀正しく答える姿と深々と謝る態度は多くの人々の同情心（憐れみ）を
誘ったが，これからの活動については答えを避けた。しかし，キム某氏の所属事務所によると復帰
のためにシナリオを検討中であり，早ければ来年の下半期にスクリーンで会えるだろうと明らかに
した。

달구다

S熱する，熱くする，焼く

J가열하다：加熱する　L식히다：冷ます
❖ 불에 달구다：火に焼く　❖ 쇠를 달구다：鉄を熱する
❖ 분위기를 달구다：雰囲気を盛り上げる

공손하다

D丁寧だ，礼儀正しい　F공손히：丁寧に，恭しく

J겸손하다：謙遜だ　L불손하다：不遜だ／오만하다：傲慢だ
❖ 공손한 말씨[태도]：丁寧な言葉遣い［態度］
❖ 공손하게 받아들이다：丁重に受け入れる

연민

A憐れみ，憐憫

J동정심：同情心／동정：同情　L증오：憎悪
❖ 연민에 빠지다：憐憫に落ちる
❖ 연민을 느끼다：憐憫を感じる（覚える）

회피하다

S回避する，避ける

J꺼리다：はばかる／모면하다：免れる／기피하다：避ける
❖ 접촉을 회피하다：接触を避ける
❖ 책임을 회피하다：責任を回避する

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■
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四 熟字 語

기고만장	 《氣高萬丈》
鼻が高い，有頂天である，得意の絶頂にあること。

■ 거부 ■ 터 ■ 찜찜하다 ■ 말끔히

사들이다

S仕入れる，買いあげる

J구입하다：購入する／매입하다：買い入れる
❖ 헐값에 사들이다：安値で仕入れる
❖ 도매상들에게서 사들이다：問屋から仕入れる

　북한의 핵미사일 실험과 그에 대해 국제 사회가 강력하게 대응하겠다는 기사가  

나자마자 전쟁에 대한 불안 때문인지 대형 마트와 시장에는 생필품을 사들이는  

사람들로 가득하다. 더불어 해외 이민에 대한 문의가 관련 기관에 쇄도하고 있다는  

기사가 연일 일간지 일면을 장식하고 있다.

　北朝鮮の核ミサイル実験とそれに対して国際社会が強く対応するという記事が出るやいなや，戦
争への不安のせいか大型スーパーと市場には生活必需品を買い入れる人々でいっぱいだ。併せて，
海外への移民に関する問い合わせが関連機関に殺到しているという記事が連日，日刊紙の一面を
飾っている。

더불다

S一緒である，共にする，併せる ㄹ語幹

J동행하다：同行する／같이하다：一緒にする
❖ 더불어 사는 세상：共に暮らす世の中
❖ 추위와[고통과/놀람과] 더불어：寒さと［苦しみと／驚きと］共に 

쇄도하다

S殺到する

J몰려들다：押し寄せる／몰리다：殺到する／
쏟아지다：一度にどっと出る

❖ 주문[요청]이 쇄도하다：注文［要請］が殺到する

세간

A巷，世の中，世間

J사회：社会／세상：世の中
❖ 세간의 이목을 끌다：世間の注目を集める
❖ 세간의 관심[반응]：世間の関心［反応］

　세간을 떠들썩하게 달군 스캔들 이후 일절 공개 석상에 얼굴을 내밀지 않았던  

탤런트 김 모 씨가 29일 기자 회견을 열어 처음으로 입을 열었다. 그날 그가  

회견장에 들어서자마자 일제히 플래시가 터졌다. 기자들을 향해 가볍게 인사를 한  

후 질문을 받기 시작했다. 쏟아지는 질문 공세에 조금의 흔들림도 없이 공손하게  

대답하는 모습과 깊이 사과하는 태도는 많은 사람들의 연민을 자극했지만  

앞으로의 활동 여부에 대해서는 대답을 회피했다. 그러나 김 모 씨 소속사에 따르면  

복귀를 위해 시나리오를 검토 중이며 이르면 내년 하반기에 스크린에서 볼 수 

있을 거라 밝혔다. 

　世間を騒がせ熱狂させたスキャンダル以降，いっさい公の場に顔を出していなかったタレントの
キム某氏が 29 日，記者会見を開いて初めて口を開いた。その日，彼が会場に入るやいなや一斉に
フラッシュがたかれた。記者たちに向かって軽く挨拶をした後，質問を受け始めた。相次ぐ質問の
攻勢に少しも揺るぎなく礼儀正しく答える姿と深々と謝る態度は多くの人々の同情心（憐れみ）を
誘ったが，これからの活動については答えを避けた。しかし，キム某氏の所属事務所によると復帰
のためにシナリオを検討中であり，早ければ来年の下半期にスクリーンで会えるだろうと明らかに
した。

달구다

S熱する，熱くする，焼く

J가열하다：加熱する　L식히다：冷ます
❖ 불에 달구다：火に焼く　❖ 쇠를 달구다：鉄を熱する
❖ 분위기를 달구다：雰囲気を盛り上げる

공손하다

D丁寧だ，礼儀正しい　F공손히：丁寧に，恭しく

J겸손하다：謙遜だ　L불손하다：不遜だ／오만하다：傲慢だ
❖ 공손한 말씨[태도]：丁寧な言葉遣い［態度］
❖ 공손하게 받아들이다：丁重に受け入れる

연민

A憐れみ，憐憫

J동정심：同情心／동정：同情　L증오：憎悪
❖ 연민에 빠지다：憐憫に落ちる
❖ 연민을 느끼다：憐憫を感じる（覚える）

회피하다

S回避する，避ける

J꺼리다：はばかる／모면하다：免れる／기피하다：避ける
❖ 접촉을 회피하다：接触を避ける
❖ 책임을 회피하다：責任を回避する

%

達成率

20
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　日本語を韓国語にしてください。（わからなかった単語は戻って再チェック！）

121 遮られる （                      ）

122 葛藤 （                      ）

123 数えられる （                      ）

124 はく奪 （                      ）

125 疎外 （                      ）

126 平常時，普段 （                      ）

127 果敢だ，勇敢だ（                      ）

128 激しい （                      ）

129 止める （                      ）

130 手本，見本 （                      ）

131 甚だしい，むごい（                      ）

132 黙々としている（                      ）

133 転がる （                      ）

134 安住する （                      ）

135 限りなく （                      ）

136 みすぼらしい （                      ）

137 構想する （                      ）

138 そう遠くない （                      ）

139 荒唐無稽である（                      ）

140 端正である （                      ）

141 乱れる，散らばる（                      ）

142 薄切りにする （                      ）

143 敢えて，大胆にも（                      ）

144 数える，察する（                      ）

145 もたもたする （                      ）

146 下回る （                      ）

147 撤収する （                      ）

148 注視する （                      ）

149 拒否 （                      ）

150 場所，敷地 （                      ）

151 もやもやする （                      ）

152 すっきり （                      ）

153 仕入れる （                      ）

154 一緒である （                      ）

155 殺到する （                      ）

156 巷，世の中 （                      ）

157 熱する，熱くす（                      ）

158 丁寧だ （                      ）

159 憐れみ，憐憫 （                      ）

160 回避する （                      ）

64

121-160までの復習
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▶慣用句

귀 밖으로 듣다 （＝귓등으로 듣다） うわの空で聞く，他人の話を真面目に聞かない，
聞いていないふりをする

귀가 얇다 他人のことをすぐ信じる，騙されやすい

귀를 기울이다 耳を傾ける

기가 차다 呆れる，呆れて物も言えない

꼬리를 내리다 しっぽを巻く，降参する

▶擬声語・擬態語
꼬치꼬치 根掘り葉掘り　執拗に問いただすさま

엄마는 뭐가 그렇게도 궁금한지 학교에서 있었던 일들을 꼬치꼬치 캐묻는데 
솔직히 귀찮아 죽겠어요. 
母は何がそんなにも知りたいのか学校であった事を根掘り葉掘り聞いてくるので正直
面倒でたまりません。

꾸벅꾸벅 うとうと，こくりこくり　頭や体を前に上げ下げするさま

나른한 날씨 때문인지 강의가 재미없어선지 꾸벅꾸벅 조는 학생들이 여기저기  
눈에 띈다.
けだるい天気のせいか，講義が面白くないせいか，うとうと居眠りしている学生があ
ちこちで目立つ。

느릿느릿 のろのろ　動作が素早くなくとても遅いさま

아무리 급한 일이 있다 해도 서두르는 법이 없이 뒷짐지고 느릿느릿 걸어가는 남편을  
보면 울화가 치밀어 오를 때가 한두 번이 아니다.
どんなに急用があっても急ぐことがなく，後ろに手を組んでのろのろ歩く夫を見てい
ると腹が立ってくるときが一度や二度ではない。

다닥다닥 ぎっしり　小さなものが一か所にたくさんくっついているさま

옛 성터에서 내려다 보니 집들이 다닥다닥 붙어 있는 풍경이 한 폭의 그림 같았다.
昔の城跡から見下ろしてみると，家がぎっしり並んでいる風景が１枚の絵のようだった。

다짜고짜 いきなり　ことの前後の状況や事情など調べず，直ちに行動を取るさま

사장님께서는 화가 나셨는지 사무실에 들어서자마자 다짜고짜 과장님의 멱살을  
잡았다.
社長は怒っていたのか事務室に入るやいなやいきなり課長の胸ぐらをつかんだ。
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■下線部には以下のいずれかの語が入ります。前後の文脈を読み，適切な形にして
文章を完成させましょう。（解答：p.295）

1. 인테리어를 새로 하는데 어떻게 해도 공간이 부족했다. 디자이너와  
상의해서 안전성을 확인한 후에 게 한쪽 벽을 없애기로 
했다. 

2. 일확천금의 (으)ㄴ/는 꿈을 아직도 버리지 못했다니!  
제발 나이값 좀 하고 성실히 일을 했으면 좋겠다. 

3. 새로운 커리큘럼을 홈페이지에 올리자 문의 전화가 았/었다.

4. 선생님의 (이)라고 불리며 존경을 받아오시던 분이 어제 
숨을 거두셨습니다. 

5. 꾸준한 상승세를 보이던 자동차 업계가 정부의 정책 발표 이후  
판매량이 고 있다. 

6. 현실에 지 않고 항상 발전하려는 노력이 필요하다. 

7. 아/어 SF 영화처럼 하늘을 나는 자동차가 상용화될지도 
모른다. 

8. 전쟁에 대한 불안이 커지자 사람들은 비상 식량들과 방재용품들을 
기 시작했다. 

9. 아직 어린데도 처음 보는 어른들에게 게 인사를 잘해서 
칭찬을 많이 받았다. 

가려지다 갈등 꼽히다 과감하다 말리다

본보기 구르다 안주하다 머지않다 허황되다

저미다 헤아리다 주춤하다 밑돌다 찜찜하다

말끔히 사들이다 쇄도하다 달구다 공손하다

121-160練習問題
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10. 아들이 해외에 유학 가서 고생한 이야기를 들을 때면 가슴이 
ㄴ/는다. 

11. 서울에서 다섯 손가락 안에 (으)ㄴ/는 국밥집에 갔는데 
역시 인기가 많아서 1시간 정도 기다린 후에야 먹을 수 있었다. 

12. 아이들이 싸우기에 (으)려다가 팔꿈치에 맞아서 얼굴에 
멍이 들었다. 

13. 3일 동안 푹 쉬고 났더니 피곤함이  사라졌다. 

14. 최근에는 시어머니와 며느리의 보다는 세대 간의 
이/가 주제인 드라마가 자주 등장한다. 

15. 계단을 내려가면서 스마트폰을 하다가 발을 잘못 디디는 바람에 
았/었다. 

16. 10월에 들어서면서 날씨가 많이 쌀쌀해지겠습니다. 오늘 낮 최고 
기온은 18도를 겠습니다. 그리고 곳곳에 비가 오는 곳이 
있겠습니다. 

17. 의사 선생님이 임신 중에도 하루에 커피 한 잔 정도는 괜찮다고 
했지만 왠지 아/어서 마시고 싶어도 참고 있어요. 

18. 이 블라우스는 제 체형의 단점이 잘 (으)ㄴ/는 것 같아서 
자주 입어요. 

19. 프라이팬을 잘 (으)ㄴ 후에 기름을 두르고 재료를 넣어서 
잘 볶아 주세요.

20. 시골에 계시는 어머니께서 손주들이 많이 보고 싶으실 텐데 그 마음을  
아/어 드리지 못해 너무 죄송하다.

121-160練習問題
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