
番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語

1 Ｌ１ 動機づけ よこづな 横綱 천하장사
2 Ｌ１ 動機づけ こうそくどうろ 高速・道路 고속도로
3 Ｌ１ 動機づけ うちゅう 宇宙 우주
4 Ｌ１ 動機づけ ないかく 内閣 내각
5 Ｌ１ 動機づけ みだし 見出し 표제
6 Ｌ１ 動機づけ どくとく（な/の） 独特（な/の） 독특한
7 Ｌ１ 動機づけ しょうりゃく（する） 省略（する） 생략
8 Ｌ１ 動機づけ げんざいけい 現在・形 현재형
9 Ｌ１ 動機づけ みらい 未来 미래
10 Ｌ１ 動機づけ おぜ 尾瀬 固 오제(지명)
11 Ｌ１ 動機づけ きぎ 木々 나무들
12 Ｌ１ 動機づけ かれる 枯れる 시들다
13 Ｌ１ 動機づけ すぎかふん スギ・花粉 삼나무 꽃가루
14 Ｌ１ 動機づけ ひさん（する） 飛散（する） 튀어 흩어짐
15 Ｌ１ 動機づけ むかい 向井 固 무카이(인명)
16 Ｌ１ 動機づけ こうべ 神戸 固 고베(지명)
17 Ｌ１ 動機づけ ちゅうしん 中心 중심
18 Ｌ１ 動機づけ だいしんさい 大・震災 대지진
19 Ｌ１ 動機づけ ふじさん 富士山 固 후지산
20 Ｌ１ 動機づけ せかいいさん 世界・遺産 세계유산
21 Ｌ１ 動機づけ だんし 男子 남자
22 Ｌ１ 動機づけ よんきょう ４・強 4강
23 Ｌ１ 動機づけ こうがく（な／の） 高額（な／の） 고액
24 Ｌ１ 動機づけ ずらりと 즐비하게
25 Ｌ１ 動機づけ ならぶ 並ぶ 늘어서다
26 Ｌ１ 動機づけ べい 米 미(미국의 미)
27 Ｌ１ 動機づけ アイビールック アイビー・ルック 아이비 룩
28 Ｌ１ 動機づけ きかくてん 企画・展 기획전
29 Ｌ１ 動機づけ ていでん（する） 停電（する） 정전
30 Ｌ１ 動機づけ しょくひん 食品 식품
31 Ｌ１ 動機づけ あんぜんせい 安全・性 안전성
32 Ｌ１ 本文１ きんきちほう 近畿・地方 固 킨키지방
33 Ｌ１ 本文１ にしにほん 西・日本 固 서일본
34 Ｌ１ 本文１ ひがしにほん 東・日本 固 동일본
35 Ｌ１ 本文１ おおさかかんくきしょうだい 大阪・管区・気象台 固 오사카 지방 기상대
36 Ｌ１ 本文１ すもと 洲本 固 스모토(지명)
37 Ｌ１ 本文１ しんど 震度 진도
38 Ｌ１ 本文１ れっしん 烈震 진도 6이상의 지진
39 Ｌ１ 本文１ ひこね 彦根 固 히코네(지명)

Ｌ１
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
40 Ｌ１ 本文１ とよおか 豊岡 固 토요오카(지명)
41 Ｌ１ 本文１ きょうしん 強震 강진
42 Ｌ１ 本文１ しんげん 震源 진원
43 Ｌ１ 本文１ あわじしま 淡路・島 固 아와지섬(지명)
44 Ｌ１ 本文１ ほくい 北緯 북위
45 Ｌ１ 本文１ とうけい 東経 동경
46 Ｌ１ 本文１ ふかさ 深さ 깊이
47 Ｌ１ 本文１ キロ 킬로미터
48 Ｌ１ 本文１ マグニチュード 매그니튜드(지진의 범위)
49 Ｌ１ 本文１ すいてい(する) 推定（する） 추정
50 Ｌ１ 本文１ ちょっかがた 直下・型 固 직하형
51 Ｌ１ 本文１ はんしん 阪神 한신(오사카 고베 지역권)
52 Ｌ１ 本文１ ━かん ━間 ~간(~사이)
53 Ｌ１ 本文１ とうかい（する） 倒壊（する） 무너짐(붕괴)
54 Ｌ１ 本文１ あいつぐ 相次ぐ 잇달다
55 Ｌ１ 本文１ けいさつちょう 警察・庁 固 경찰청
56 Ｌ１ 本文１ あさひしんぶんしゃ 朝日・新聞社 아사히 신문사
57 Ｌ１ 本文１ ししゃ 死者 사망자
58 Ｌ１ 本文１ いきうめ 生き埋め 생매장
59 Ｌ１ 本文１ ゆくえふめいしゃ 行方・不明・者 행방불명자
60 Ｌ１ 本文１ ふしょうしゃ 負傷・者 부상자
61 Ｌ１ 本文１ かおく 家屋 가옥
62 Ｌ１ 本文１ そんかい（する） 損壊（する） 손괴
63 Ｌ１ 本文１ （１９７１）とう (1971）棟 동(건물을 세는 조수사)
64 Ｌ１ 本文１ のぼる 　　 이르다
65 Ｌ１ 本文１ ジェイアール ＪＲ 固 JR
66 Ｌ１ 本文１ ざいらいせん 在来・線 기존노선
67 Ｌ１ 本文１ してつ 私鉄 민영철도
68 Ｌ１ 本文１ そんしょう（する） 損傷（する） 손상
69 Ｌ１ 本文１ かんぼつ（する） 陥没（する） 함몰
70 Ｌ１ 本文１ こうか 高架 고가
71 Ｌ１ 本文１ らっか（する） 落下（する） 낙하
72 Ｌ１ 本文１ こうつうもう 交通・網 교통망
73 Ｌ１ 本文１ まひじょうたい マヒ・状態 마비 상태
74 Ｌ１ 本文１ すんだん（する） 寸断（する） 절단
75 Ｌ１ 本文１ だげき 打撃 타격
76 Ｌ１ 本文１ きしょうちょう 気象・庁 固 기상청
77 Ｌ１ 本文１ ひょうごけんなんぶじしん 兵庫県・南部・地震 固 효고현 남부지진
78 Ｌ１ 本文１ めいめい（する） 命名（する） 명명
79 Ｌ１ 本文１ ひがい 被害 　 피해
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
80 Ｌ１ 本文１ ふくいじしん 福井・地震 固 후쿠이 지진
81 Ｌ１ 本文１ いらい 以来　 이래
82 Ｌ１ 本文１ きたたんごじしん 北丹後・地震 固 기타탄고 지진
83 Ｌ１ 本文１ ろっこう 六甲 固 록코(지명)
84 Ｌ１ 本文１ だんそう 断層 단층
85 Ｌ１ 本文１ いずれ 　　　　 어느 것
86 Ｌ１ 本文１ リード 서문
87 Ｌ１ 本文１ ぜんぶん 前文 전문
88 Ｌ１ 本文１ ようやく（する） 要約（する） 요약
89 Ｌ１ 本文１ はんしんあわじだいしんさい 阪神・淡路・大震災 固 한신 아와지 대지진
90 Ｌ１ 本文１ はっせい（する） 発生（する） 발생
91 Ｌ１ 本文１ ゆうかん 夕刊 석간
92 Ｌ１ 本文１ じょうほう 情報 정보
93 Ｌ１ 本文１ よみとる 読み取る 읽어내다
94 Ｌ１ 本文１ さいしゅうてき（な） 最終・的（な） 최종적
95 Ｌ１ 本文１ ━あまり ━余り ~이상의
96 Ｌ１ 本文１ だいさいがい 大・災害 대재해
97 Ｌ１ 本文１ ぶんせき（する） 分析（する） 분석
98 Ｌ１ 本文１ かいせつ（する） 解説（する） 해설
99 Ｌ１ 本文１ ごダブリューいちエイチ ５Ｗ１Ｈ 5W1H(육하원칙)
100 Ｌ１ 本文１ える 得る 　 얻다
101 Ｌ１ コラム こくめい 国名 국명
102 Ｌ１ コラム ちいきめい 地域・名 지역명
103 Ｌ１ コラム （ひと）もじ （一）文字 문자
104 Ｌ１ コラム おう 欧 固 구(유럽)
105 Ｌ１ コラム えい 英 固 영(영국)
106 Ｌ１ コラム ふつ 仏 固 불(프랑스)
107 Ｌ１ コラム どく 独 固 독(독일)
108 Ｌ１ コラム い 伊 固 이(이탈리아)
109 Ｌ１ コラム あ 亜 固 아(아시아)
110 Ｌ１ コラム ちゅう 中 固 중(중국)
111 Ｌ１ コラム たい 台 固 대(타이완)
112 Ｌ１ コラム たい 泰 固 태(타이)
113 Ｌ１ コラム かん 韓 固 한(한국)
114 Ｌ１ コラム えつ　 越 固 월(베트남)
115 Ｌ１ コラム いん 印 固 인(인도)
116 Ｌ１ コラム ごう 豪 固 호(오스트레일리아)
117 Ｌ１ コラム か 加 固 가(캐나다)
118 Ｌ１ 聴解 みとおし 見通し 전망
119 Ｌ１ 聴解 ちょくせん 直線 직선
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
120 Ｌ１ 聴解 だしすぎ 出し過ぎ 너무 냄
121 Ｌ１ 聴解 かくにん（する） 確認（する） 확인
122 Ｌ１ 聴解 くわしい 詳しい 자세하다
123 Ｌ１ 聴解 ぜんりょく 全力 전력
124 Ｌ１ 聴解 あげる 挙げる (전력을)내다
125 Ｌ１ 聴解 ストーブ 　 스토브
126 Ｌ１ 聴解 しゅうへん 周辺 주변
127 Ｌ１ 聴解 おとずれ 訪れ 방문
128 Ｌ１ 聴解 つげる 告げる 고백하다
129 Ｌ１ 聴解 こうれい 恒例 관례
130 Ｌ１ 聴解 うみびらき 海開き　 해수욕장의 개장
131 Ｌ１ 聴解 ふうぶつし 風物詩 풍물시
132 Ｌ１ 聴解 ビジネス 비즈니스
133 Ｌ１ 聴解 しゅっちょう（する） 出張（する） 출장
134 Ｌ１ 聴解 かいがい 海外 해외
135 Ｌ１ 聴解 ━ぶり ~만
136 Ｌ１ 聴解 したまわる 下回る 밑돌다
137 Ｌ１ 聴解 うわまわる 上回る 웃돌다
138 Ｌ１ 聴解 やや 　　 副 제법
139 Ｌ１ 聴解 わずか（な/の） 副/な 극히
140 Ｌ１ 聴解 じょじょに 徐々に 副 서서히
141 Ｌ１ 聴解 きゅうげき（な） 急激（な） 급격히
142 Ｌ１ 聴解 やけど（する） 　 화상
143 Ｌ１ 聴解 こうさてん 交差点 교차로
144 Ｌ１ 聴解 いんしゅうんてん 飲酒・運転 음주운전
145 Ｌ１ 聴解 いねむりうんてん 居眠り・運転 졸음운전
146 Ｌ１ 聴解 わきみうんてん わき見・運転 한눈팔이 운전
147 Ｌ１ 聴解 きゅうじょ（する） 救助（する） 구조
148 Ｌ１ 聴解 くんれん（する） 訓練（する） 훈련
149 Ｌ１ 聴解 おはらい 일본식 고사
150 Ｌ１ 聴解 しちょう 市長 시장
151 Ｌ１ 作文 ようそ 要素 요소
152 Ｌ１ 作文 おぎなう 補う 보충하다
153 Ｌ１ 作文 ろじょう 路上 노상
154 Ｌ１ 作文 ふてい 不定 부정
155 Ｌ１ 作文 むしょく 無職 무직
156 Ｌ１ 作文 ほうせきてん 宝石・店 보석가게
157 Ｌ１ 作文 うたがい 疑い 의심
158 Ｌ１ 作文 たいほ（する） 逮捕（する） 체포
159 Ｌ１ 作文 すべる 滑る 미끄러지다
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
160 Ｌ１ 作文 きをうしなう 気を失う 慣 정신을 잃다
161 Ｌ１ 作文 とりおさえる 取り押さえる 붙잡다
162 Ｌ１ 作文 エイプリルフール エイプリル・フール 만우절
163 Ｌ１ 作文 どくしゃ 読者 독자
164 Ｌ１ 作文 たのしみ（な） 楽しみ（な） 名/な 즐거움
165 Ｌ１ 作文 そうてい（する） 想定（する） 상정
166 Ｌ１ 作文 たのしむ 楽しむ 즐기다
167 Ｌ１ 本文２ こくさいこうりゅう 国際・交流 국제교류
168 Ｌ１ 本文２ ぶんかタイムズ 文化・タイムズ 固 분카 타임즈
169 Ｌ１ 本文２ バスケス・モレラ 固 바스케스 모렐라(인명)
170 Ｌ１ 本文２ シリーズ 시리즈
171 Ｌ１ 本文２ バークハイアットホテル バークハイアット・ホテル 固 파크 하얏트 호텔(호텔)
172 Ｌ１ 本文２ ふかふか 擬 푹신푹신
173 Ｌ１ 本文２ さわやか（な） 상쾌한
174 Ｌ１ 本文２ えがお 笑顔 웃음 띤 얼굴
175 Ｌ１ 本文２ スペインご スペイン・語 스페인어
176 Ｌ１ 本文２ たんのう（な） 堪能（な） 능숙한
177 Ｌ１ 本文２ ごがくりょく 語学・力 어학능력
178 Ｌ１ 本文２ いかす 生かす 살리다
179 Ｌ１ 本文２ りよう（する） 利用（する） 이용
180 Ｌ１ 本文２ おきゃくさま お客様 손님
181 Ｌ１ 本文２ たよる 頼る 의지하다
182 Ｌ１ 本文２ アドバイザー 　　　 어드바이저
183 Ｌ１ 本文２ ベネズエラ 固 베네수엘라
184 Ｌ１ 本文２ ししゃ 支社 지사
185 Ｌ１ 本文２ けいやく（する） 契約（する） 계약
186 Ｌ１ 本文２ マネージャー 　 매니저
187 Ｌ１ 本文２ さいよう（する） 採用（する） 채용
188 Ｌ１ 本文２ ラッキー（な） 운이 좋은
189 Ｌ１ 本文２ ふきそく（な） ふきそく（な） 불규칙적인
190 Ｌ１ 本文２ こたえる 応える 응하다
191 Ｌ１ 本文２ つめきり 爪切り 손톱깎이
192 Ｌ１ 本文２ たのむ 頼む 부탁하다
193 Ｌ１ 本文２ であう 出会う 만나다
194 Ｌ１ 本文２ さすが（な/の） 副/な 역시
195 Ｌ１ 本文２ しゅうし（する） 終始（する） 名/副 항상
196 Ｌ１ 本文２ たえる 絶える 끊기다
197 Ｌ１ 本文２ タフ（な） 터프한
198 Ｌ１ 本文２ たくましさ 믿음직함
199 Ｌ１ 本文２ いぶんか 異・文化 다른 문화
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
200 Ｌ１ 本文２ すっと 擬 곧잘
201 Ｌ１ 本文２ しなやかさ (생각의)유연함
202 Ｌ１ 本文２ もちあわせる 持ち合わせる 가지다
203 Ｌ１ 本文２ すてき（な） 素敵（な） 멋진
204 Ｌ１ 本文２ すすめ 勧め 추천
205 Ｌ１ 本文２ たいけん（する） 体験（する） 체험
206 Ｌ１ 本文２ ありのまま（に） 名/副 있는 그대로
207 Ｌ１ 本文２ チャンス 찬스
208 Ｌ１ 本文２ プログラム 프로그램
209 Ｌ１ 本文２ じっし（する） 実施（する） 실행
210 Ｌ１ 本文２ いちいん 一員 일원
211 Ｌ１ 本文２ あまえる 甘える 응석부리다
212 Ｌ１ 本文２ あとかたづけ（する） 後片付け（する） 뒷정리
213 Ｌ１ 本文２ ささい（な） 세사한
214 Ｌ１ 本文２ まもる 守る 지키다
215 Ｌ１ 本文２ といあわせ 問い合わせ 의논
216 Ｌ１ 本文２ さき 先 ~처
217 Ｌ１ 本文２ アジアこうりゅうざいだん アジア・交流・財団 固 아시아 교류재단
218 Ｌ１ 本文２ べんろんたいかい 弁論・大会 스피치대회
219 Ｌ１ 本文２ もちつき 餅つき 떡매치기
220 Ｌ１ 本文２ きゅうしゅうこくさいこうりゅうセンター 九州・国際・交流・センター 固 규슈 국제 교류 센터
221 Ｌ１ 本文２ ながさき 長崎 固 나가사키
222 Ｌ１ 本文２ かざり 限り 한계
223 Ｌ１ 本文２ はやめ 早め 빠름
224 Ｌ１ 本文２ みみより（な） 耳寄り（な） 名/な 귀를 쫑긋 세울 만한
225 Ｌ１ 本文２ かぜ 風邪 감기
226 Ｌ１ 本文２ まんびょう 万病 만병
227 Ｌ１ 本文２ もと 元 근원
228 Ｌ１ 本文２ とっておき 비장의  (수단)
229 Ｌ１ 本文２ みんかんりょうほう 民間・療法 민간요법
230 Ｌ１ 本文２ たまござけ 卵酒 계란주
231 Ｌ１ 本文２ ぽかぽか 擬 따끈따끈
232 Ｌ１ 本文２ いたみ 痛み 아픔
233 Ｌ１ 本文２ ねぎ 파
234 Ｌ１ 本文２ まく 巻く 두르다
235 Ｌ１ 本文２ ぜんじどう 全・自動 전자동
236 Ｌ１ 本文２ ドラムしき ドラム・式 드럼(형)
237 Ｌ１ 本文２ かんそう（する） 乾燥（する） 건조
238 Ｌ１ 本文２ きのう 機能 기능
239 Ｌ１ 本文２ こうにゅう（する） 購入（する） 구입
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
240 Ｌ１ 本文２ キム　ヨンミ 金　英美 固 김 영미(인명)
241 Ｌ１ 本文２ パソコン 컴퓨터
242 Ｌ１ 本文２ ゆずる 譲る 양도하다
243 Ｌ１ 本文２ ねだん 値段 가격
244 Ｌ１ 本文２ よしい　ただし 吉井　正 固 요시이 타다시(인명)
245 Ｌ１ 本文２ ぶんかフォーラム 文化・フォーラム 固 분카 포럼
246 Ｌ１ 本文２ ぼしゅう（する） 募集（する） 모집
247 Ｌ１ 本文２ オーストラリア 固 오스트레일리아
248 Ｌ１ 本文２ しょうさい（な） 詳細（な） 名/な 상세
249 Ｌ１ 本文２ おおうち　ひろゆき 大内　博之 固 오오우치 히로유키(인명)
250 Ｌ１ 本文２ ちゅうせん（する） 抽選（する） 추선
251 Ｌ１ 本文２ としょカード 図書・カード 도서 카드
252 Ｌ１ 本文２ やくにたつ 役に立つ 慣 도움이 되다
253 Ｌ１ 本文２ とりあげる 取り上げる 들어주다
254 Ｌ１ 本文２ おうぼ（する） 応募（する） 응모
255 Ｌ１ 本文２ きまり 규칙
256 Ｌ１ 本文２ とうせんしゃ 当選･者 당첨자
257 Ｌ１ 本文２ せいべつ 性別 성별
258 Ｌ１ 文・表１～６ すくなくとも 少なくとも 副 적어도
259 Ｌ１ 文・表１～６ ほうりつ 法律 법률
260 Ｌ１ 文・表１～６ インタビュアー 　 인터뷰하는 사람
261 Ｌ１ 文・表１～６ とうちょう（する） 登頂（する） 등정
262 Ｌ１ 文・表１～６ とざんか 登山・家 등산가
263 Ｌ１ 文・表１～６ チャレンジ（する） 　 도전하다
264 Ｌ１ 文・表１～６ つかいこなす 使いこなす 능숙하게 사용하다
265 Ｌ１ 文・表１～６ わだ 和田 固 와다(성씨)
266 Ｌ１ 文・表１～６ もとー 元ー 전직~
267 Ｌ１ 文・表１～６ がいこうかん 外交官 외교관
268 Ｌ１ 文・表１～６ いちりゅう 一流 일류
269 Ｌ１ 文・表１～６ きばつ（な） 奇抜（な） 기발
270 Ｌ１ 文・表１～６ ざんしん（な） 斬新（な） 참신
271 Ｌ１ 文・表１～６ デザイン（する） 디자인
272 Ｌ１ 文・表１～６ しきしゃ 指揮・者 지휘자
273 Ｌ１ 文・表１～６ おざわ　せいじ 小沢　征爾 固 오자와 세이지(인명)
274 Ｌ１ 文・表１～６ オザワホール オザワ・ホール 固 오자와 홀
275 Ｌ１ 文・表１～６ コンサートホール コンサート・ホール 콘서트 홀
276 Ｌ１ 文・表１～６ きんたいしゅつ 禁・帯出 대출금지
277 Ｌ１ 文・表１～６ かしだしがかり 貸出・係 대출 담당
278 Ｌ１ 文・表１～６ みき 美紀 固 미키(인명)
279 Ｌ１ 文・表１～６ ふっくら（する） 보동보동
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
280 Ｌ１ 文・表１～６ ユーリ 固 유리(인명)
281 Ｌ１ 文・表１～６ まいしょく 毎食 매 끼니
282 Ｌ１ 文・表１～６ エネルギー 에너지
283 Ｌ１ 文・表１～６ かいぎ（する） 会議（する） 회의
284 Ｌ１ 文・表１～６ さんこう 参考 참고
285 Ｌ１ 文・表１～６ しゅっせ（する） 出世（する） 출세
286 Ｌ１ 文・表１～６ やるき やる気 (무언가를) 할 마음
287 Ｌ１ 文・表１～６ つゆどき 梅雨･時 장마철
288 Ｌ１ 文・表１～６ しつど 湿度 습도
289 Ｌ１ 文・表１～６ しょくちゅうどく 食・中毒 식중동
290 Ｌ１ 文・表１～６ きをつける 気をつける 慣 조심하다
291 Ｌ１ 文・表１～６ のりこ 典子 固 노리코(인명)
292 Ｌ１ 文・表１～６ てんすう 点数 점수
293 Ｌ１ 文・表１～６ きにする 気にする 慣 신경쓰다
294 Ｌ１ 文・表１～６ にほんちゃ 日本・茶 일본차
295 Ｌ１ 文・表１～６ シルク 실크
296 Ｌ１ 文・表１～６ スカーフ 스카프
297 Ｌ１ 文・表１～６ レジャー 레져
298 Ｌ１ 文・表１～６ ぶんかめん 文化・面 문화 페이지
299 Ｌ１ 文・表１～６ とうとげきじょう 東都･劇場 固 도토극장
300 Ｌ１ 文・表１～６ じょうえんちゅう 上演・中 상영중
301 Ｌ１ 文・表１～６ ちんもく（する） 沈黙（する） 침묵
302 Ｌ１ 文・表１～６ しゅえん（する） 主演（する） 주연
303 Ｌ１ 文・表１～６ おがた 緒方 固 오가타(성씨)
304 Ｌ１ 文・表１～６ しょうじょやく 少女・役 소녀역
305 Ｌ１ 文・表１～６ あだち 安達 固 아다치(성씨)
306 Ｌ１ 文・表１～６ ねつえん（する） 熱演（する） 열연
307 Ｌ１ 文・表１～６ あんぜんせい 安全・性 안정성
308 Ｌ１ 文・表１～６ はいりょ（する） 配慮（する） 배려
309 Ｌ１ 文・表１～６ けんこうほけん 健康・保険 건강보험
310 Ｌ１ 文・表１～６ ちりょうひ 治療・費 치료비
311 Ｌ１ 文・表１～６ ぜんがく 全額 전액
312 Ｌ１ 文・表１～６ しはらう 支払う 지불하다
313 Ｌ１ 文・表１～６ りゅうつうコスト 流通・コスト 유통비
314 Ｌ１ 文・表１～６ かんぜい 関税 관세
315 Ｌ１ 文・表１～６ ゆにゅうひん 輸入・品 수입품
316 Ｌ１ 文・表１～６ とりのこす 取り残す 남겨두다
317 Ｌ１ 文・表１～６ すっきり 擬 개운한 느낌
318 Ｌ１ 副詞 なかえ 中江 固 나가에(성씨)
319 Ｌ１ 副詞 りくじょうせんしゅ 陸上・選手 육상선수
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
320 Ｌ１ 副詞 さくひん 作品 작품
321 Ｌ１ 副詞 いけだ 池田 固 이케다(성씨)
322 Ｌ１ 副詞 もりあがる 盛り上がる 달아오르다
323 Ｌ１ 副詞 わらいごえ 笑い・声 웃음소리
324 Ｌ１ 副詞 ゴルフじょう ゴルフ・場 골프장
325 Ｌ１ 副詞 ぎかい 議会 의회
326 Ｌ１ 副詞 いっかん（する） 一貫（する） 일관
327 Ｌ１ 副詞 となえる 唱える 외치다
328 Ｌ１ 副詞 こうじ（する） 工事（する） 공사
329 Ｌ１ 副詞 はらがたつ 腹が立つ 慣 화가 나다
330 Ｌ１ 副詞 やしろ 八代 固 야시로(성씨)
331 Ｌ１ 副詞 こうほ 候補 후보
332 Ｌ１ 副詞 らくせん（する） 落選（する） 낙선
333 Ｌ１ 副詞 たちさる 立ち去る 물러가다
334 Ｌ１ 活動 ミニしんぶん ミニ・新聞 미니 신문
335 Ｌ１ 活動 てきせつ（な） 適切（な） 적절한
336 Ｌ１ 活動 あく 空く (시간이) 비다
337 Ｌ１ 活動 たすかる 助かる 도움을 받다
338 Ｌ１ 活動 さっそく 早速 副 제빨리
339 Ｌ１ 活動 おも（な） 主（な） 주된
340 Ｌ１ 活動 うながす 促す 재촉하다
341 Ｌ１ 活動 ひとくぎり（する） 一区切り（する） 일단락
342 Ｌ１ 活動 あいづち 相づち 맞장구
343 Ｌ１ 活動 くりかえす 繰り返す 되풀이하다
344 Ｌ１ 活動 やめる 辞める (직업등을) 그만두다
345 Ｌ１ 活動 ぶんたい 文体 문체
346 Ｌ１ 活動 とういつ（する） 統一（する） 통일
347 Ｌ１ 活動 はなしことば 話し・言葉 회화체

348 Ｌ２ 動機づけ アフリカ 固 아프리카
349 Ｌ２ 動機づけ アジア 固 아시아
350 Ｌ２ 動機づけ インドよう インド洋 固 인도양
351 Ｌ２ 動機づけ たいせいよう 大西洋 固 대서양
352 Ｌ２ 本文１ グランドキャニオン 固 그랜드캐니언
353 Ｌ２ 本文１ （３６０）ど (360)度 (360)도
354 Ｌ２ 本文１ みわたす 見渡す 멀리 바라보다
355 Ｌ２ 本文１ ちゃいろ 茶色 갈색
356 Ｌ２ 本文１ ごつごつ 擬 울퉁불퉁
357 Ｌ２ 本文１ いわはだ 岩肌 암석표면
358 Ｌ２ 本文１ ひろがる 広がる 넓어지다

Ｌ２
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
359 Ｌ２ 本文１ はえる 生える 자라다
360 Ｌ２ 本文１ きょうこく 峡谷 협곡
361 Ｌ２ 本文１ （３５０）キロ (350)km (350)킬로미터
362 Ｌ２ 本文１ ゆうだいさ 雄大さ 웅대함
363 Ｌ２ 本文１ とる 執る 쓰다
364 Ｌ２ 本文１ げじゅん 下旬 하순
365 Ｌ２ 本文１ （に）がっき (二）学期 (2)학기
366 Ｌ２ 本文１ ソムチャイ・チャカタカーン 固 솜챠이 챠카타칸 
367 Ｌ２ 本文１ わたなべ　ようすけ 渡辺　洋介 固 와타나베 요스케 
368 Ｌ２ 本文１ スイス 固 스위스 
369 Ｌ２ 本文１ ユングフラウヨッホ 固 융프라우요흐
370 Ｌ２ 本文１ こおり 氷 　 얼음 
371 Ｌ２ 本文１ ミューレン 固 뮤렌 
372 Ｌ２ 本文１ ガイドブック 가이드북 
373 Ｌ２ 本文１ あなば 穴場 숨은 명소 
374 Ｌ２ 本文１ こんどう 近藤 固 콘도(성씨) 
375 Ｌ２ 本文１ わざわざ 副 일부러 
376 Ｌ２ 本文１ みおくる 見送る 배웅하다 
377 Ｌ２ 本文１ ダイビング 　 다이빙 
378 Ｌ２ 本文１ とうめいど 透明・度 투명도 
379 Ｌ２ 本文１ むれ 群れ 무리 
380 Ｌ２ 本文１ なす 이루다 
381 Ｌ２ 本文１ べっせかい 別世界 다른 세계 
382 Ｌ２ 本文１ すいちゅう 水中 수중 
383 Ｌ２ 本文１ グレートバリアリーフ 　 固 그레이트 배리어 리프
384 Ｌ２ 本文１ ━にて ~에서 
385 Ｌ２ 本文１ ギセラ・グラフ 固 기세라 그라흐(인명) 
386 Ｌ２ 本文１ かじわら　けんたろう 梶原　健太郎 固 카지와라 켄타로 
387 Ｌ２ 本文１ さばく 砂漠 사막 
388 Ｌ２ 本文１ ペキン 北京 固 베이징
389 Ｌ２ 本文１ やこう 夜行 야간 
390 Ｌ２ 本文１ れっしゃ 列車 열차 
391 Ｌ２ 本文１ ゆる 揺る 흔들다 
392 Ｌ２ 本文１ さらに 副　 더욱이 
393 Ｌ２ 本文１ ようやく 副 겨우 
394 Ｌ２ 本文１ すなまみれ 砂・まみれ 모래범벅 
395 Ｌ２ 本文１ なえぎ 苗木 묘목 
396 Ｌ２ 本文１ うえる 植える 심다 
397 Ｌ２ 本文１ なにもかも 何もかも 副 무엇이든 
398 Ｌ２ 本文１ いざかや 居酒屋 이자카야
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
399 Ｌ２ 本文１ こうだい（な） 広大（な） 광대한 
400 Ｌ２ 本文１ バケツ 양동이 
401 Ｌ２ 本文１ くむ (물등을)기르다 
402 Ｌ２ 本文１ やりがい 보람 
403 Ｌ２ 本文１ したがう 従う 따르다
404 Ｌ２ 本文１ しょくりん（する） 植林（する） 식수(植樹)
405 Ｌ２ 本文１ ボランティア 봉사활동
406 Ｌ２ 本文１ ツアー 투어 
407 Ｌ２ 本文１ そうそう 草々 ~올림 
408 Ｌ２ 本文１ にしむら　ひでお 西村　秀夫 固 니시무라 히데오 
409 Ｌ２ 本文１ きしたに　あけみ 岸谷　明美 固 기시타니 아케미 
410 Ｌ２ 本文１ （ひと）まわり （一）回り (한)바퀴 
411 Ｌ２ 文・表１～５ ろうじんホーム 老人・ホーム 양로원 
412 Ｌ２ 文・表１～５ かつどう（する） 活動（する） 활동 
413 Ｌ２ 文・表１～５ そうむか 総務・課 총무과 
414 Ｌ２ 文・表１～５ めぐみ 恵 固 메구미(인명) 
415 Ｌ２ 文・表１～５ クリーニング（する） 클리닝 
416 Ｌ２ 文・表１～５ ついで（に） 名/副 겸사겸사 
417 Ｌ２ 文・表１～５ つうしんはんばい 通信・販売 홈쇼핑 
418 Ｌ２ 文・表１～５ ていきてき（な） 定期・的（な） 정기적
419 Ｌ２ 文・表１～５ カタログ 카탈로그 
420 Ｌ２ 文・表１～５ プロジェクト 프로젝트 
421 Ｌ２ 文・表１～５ けん 件 건 
422 Ｌ２ 文・表１～５ パリ 固 파리 
423 Ｌ２ 文・表１～５ ていねんご 定年・後 정년퇴직 후
424 Ｌ２ 文・表１～５ オリンピック 올림픽 
425 Ｌ２ 文・表１～５ しゅつじょう（する） 出場（する） 출전 
426 Ｌ２ 文・表１～５ ようが 洋画 서양화
427 Ｌ２ 文・表１～５ えんがん 沿岸 연안 
428 Ｌ２ 文・表１～５ とっとり 鳥取 固 톳토리(지명) 
429 Ｌ２ 文・表１～５ さきゅう 砂丘 사구 
430 Ｌ２ 文・表１～５ ウイルス 바이러스 
431 Ｌ２ 文・表１～５ がっかい 学会 학회
432 Ｌ２ 文・表１～５ さいてん 祭典 제전(축제) 
433 Ｌ２ 文・表１～５ まくをとじる 幕を閉じる 慣 막을 내리다 
434 Ｌ２ 文・表１～５ こうしょう（する） 交渉（する） 교섭
435 Ｌ２ 文・表１～５ （いち）い （一）位 (1)위 
436 Ｌ２ 文・表１～５ とりくむ 取り組む 대처하다 
437 Ｌ２ 文・表１～５ しゅうしゅう（する） 収集（する） 수집
438 Ｌ２ 文・表１～５ ゆうりょう 有料 유료 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
439 Ｌ２ 文・表１～５ しんごうまち 信号・待ち 신호를 기다리는 중 
440 Ｌ２ 文・表１～５ きり 霧 안개 
441 Ｌ２ 文・表１～５ おおう 覆う 감싸다 
442 Ｌ２ 文・表１～５ ましゅうこ 摩周・湖 固 마슈호(호수이름) 
443 Ｌ２ 文・表１～５ やじま 矢島 固 야지마(섬이름) 
444 Ｌ２ 文・表１～５ とおりかかる 通りかかる (우연히 그 곳을)지나가다 
445 Ｌ２ 文・表１～５ とざんしゃ 登山・者 등산하는 사람 
446 Ｌ２ 文・表１～５ ぶじ（な） 無事（な） 무사 
447 Ｌ２ 文・表１～５ ひさしぶり（な/の） 久しぶり（な/の） 오랜만
448 Ｌ２ 文・表１～５ あじわう 味わう 맛보다 
449 Ｌ２ 文・表１～５ スピーチコンテスト 스피치 콘테스트 
450 Ｌ２ 文・表１～５ おじょうさん お嬢さん 아가씨 
451 Ｌ２ 文・表１～５ おかげさまで 덕분에 
452 Ｌ２ コラム じょすうし 助数詞 조수사 
453 Ｌ２ コラム かぞえる 数える (수를)세다 
454 Ｌ２ コラム （ひと）ふくろ （一）袋 (한) 봉지 
455 Ｌ２ コラム （いっ）ちゃく （一）着 (한) 벌 
456 Ｌ２ コラム （いっ）ぴき （一）匹 (한) 마리
457 Ｌ２ コラム （いち）わ （一）羽 (한) 마리(새 한정) 
458 Ｌ２ コラム （いっ）そく （一）足 (한)켤레
459 Ｌ２ コラム （いっ）とう （一）頭 (한) 마리(대형동물) 
460 Ｌ２ 本文２ きこう 気候 기후 
461 Ｌ２ 本文２ しこく 四国 固 시코쿠 
462 Ｌ２ 本文２ だいしょう 大小 크고 작은 
463 Ｌ２ 本文２ なる 成る 형성되다 
464 Ｌ２ 本文２ しまぐに 島国 섬나라 
465 Ｌ２ 本文２ かこむ 囲む 둘러쌓이다 
466 Ｌ２ 本文２ おきなわ 沖縄 固 오키나와 
467 Ｌ２ 本文２ しんりん 森林 삼림 
468 Ｌ２ 本文２ こくど 国土 국토 
469 Ｌ２ 本文２ さんち 山地 산지 
470 Ｌ２ 本文２ かざん 火山 　 화산 
471 Ｌ２ 本文２ あそさん 阿蘇・山 固 아소산
472 Ｌ２ 本文２ さくらじま 桜島 固 사쿠라섬 
473 Ｌ２ 本文２ かっかざん 活・火山 활화산
474 Ｌ２ 本文２ ふんえん 噴煙 분출 
475 Ｌ２ 本文２ めんせき 面積 면적
476 Ｌ２ 本文２ ━あたり ━当たり ~당 
477 Ｌ２ 本文２ じんこうみつど 人口・密度 인구밀도 
478 Ｌ２ 本文２ しゅと 首都 수도 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
479 Ｌ２ 本文２ （１）わり （１）割 (1)할 
480 Ｌ２ 本文２ ちゅうしんち 中心・地 중심지 
481 Ｌ２ 本文２ かかえる 抱える (문제등을)껴안다 
482 Ｌ２ 本文２ みやこ 都 　 수도 
483 Ｌ２ 本文２ きんぱく 金箔 　 금박 
484 Ｌ２ 本文２ きんかくじ 金閣・寺 固 금각사 
485 Ｌ２ 本文２ きょうとごしょ 京都・御所 固 교토코쇼
486 Ｌ２ 本文２ おもむき 趣 향취 
487 Ｌ２ 本文２ ていえん 庭園 정원 
488 Ｌ２ 本文２ りょうあんじ 龍安・寺 固 료안지 
489 Ｌ２ 本文２ こけでら 苔・寺 固 이끼의 절 
490 Ｌ２ 本文２ さいほうじ 西芳・寺 固 사이호지 
491 Ｌ２ 本文２ ぎおん 祇園 固 기온 
492 Ｌ２ 本文２ そざい 素材 소재 
493 Ｌ２ 本文２ もちあじ 持ち味 본래의 맛 
494 Ｌ２ 本文２ きせつかん 季節・感 계절의 느낌 
495 Ｌ２ 本文２ たんぱく（な） 淡白（な） 담백 
496 Ｌ２ 本文２ こうげい 工芸 공예 
497 Ｌ２ 本文２ にしじんおり 西陣・織 니시진오리 
498 Ｌ２ 本文２ きょうゆうぜん 京・友禅 쿄우젠
499 Ｌ２ 本文２ てさぎょう 手・作業 수작업 
500 Ｌ２ 本文２ こうけいしゃぶそく 後継・者・不足 후계자부족 
501 Ｌ２ 本文２ みどころ 見どころ 볼 만한 곳 
502 Ｌ２ 本文２ にほんいち 日本・一 일본 최고 
503 Ｌ２ 本文２ とうだいじ 東大・寺 固 도다이지 
504 Ｌ２ 本文２ さいこ 最古 최고(제일 오래된) 
505 Ｌ２ 本文２ もくぞうけんちく 木造・建築 목조 건물 
506 Ｌ２ 本文２ ほうりゅうじ 法隆・寺 固 호류지 
507 Ｌ２ 本文２ ほうこ 宝庫 보고 
508 Ｌ２ 本文２ さこく（する） 鎖国（する） 쇄국 
509 Ｌ２ 本文２ ゆいいつ 唯一 유일 
510 Ｌ２ 本文２ おもかげ 面影 옛 모습 
511 Ｌ２ 本文２ いこくじょうちょ 異国・情緒 다른나라의 정취 
512 Ｌ２ 本文２ ふうけい 風景 풍경 
513 Ｌ２ 本文２ げんばく 原爆 원폭
514 Ｌ２ 本文２ あと 跡 흔적 
515 Ｌ２ 本文２ なまなましい 生々しい 생생하다 
516 Ｌ２ 本文２ うらかみてんしゅどう 浦上・天主堂 固 미우라 천주당 
517 Ｌ２ 本文２ へいわこうえん 平和・公園 固 평화공원 
518 Ｌ２ 本文２ ゆかり 연고
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
519 Ｌ２ 本文２ オランダ 固 네덜란드 
520 Ｌ２ 本文２ さいげん（する） 再現（する） 　 재현 
521 Ｌ２ 本文２ ハウステンボス 固 하우스텐보스 
522 Ｌ２ 本文２ せいなん 西南 남서 
523 Ｌ２ 本文２ あねったい 亜熱帯 아열대 
524 Ｌ２ 本文２ ぞくする 属する 속하다 
525 Ｌ２ 本文２ おんだん（な） 温暖（な） 온난
526 Ｌ２ 本文２ サトウキビ 　 사탕수수 
527 Ｌ２ 本文２ さいばい（する） 栽培（する） 재배 
528 Ｌ２ 本文２ すなはま 砂浜 모래해변 
529 Ｌ２ 本文２ ゆうすう（な/の) 有数（な/の） 유수 
530 Ｌ２ 本文２ さんごしょう 珊瑚礁 산호초 
531 Ｌ２ 本文２ てつかず 手つかず 慣 손이 닿지 않은 
532 Ｌ２ 本文２ マリンスポーツ 마린 스폿
533 Ｌ２ 本文２ リゾートきぶん リゾート・気分 리조트에 온 것 같은 기분 
534 Ｌ２ 本文２ （ひと）つぶ （一）粒 (한) 알갱이 
535 Ｌ２ 本文２ すな 砂 모래 
536 Ｌ２ 本文２ かいがん 海岸 해안 
537 Ｌ２ 本文２ りゅうきゅうおうちょう 琉球・王朝 固 류큐왕조 
538 Ｌ２ 本文２ しろ 城 성 
539 Ｌ２ 本文２ しゅりじょう 首里・城 固 슈리성 
540 Ｌ２ 本文２ みのがす 見逃す 놓치다 
541 Ｌ２ 本文２ とざす 閉ざす 통행을 막다 
542 Ｌ２ 本文２ ゆうだい（な） 雄大（な） 웅대
543 Ｌ２ 本文２ ひかれる (마음이)끌리다 
544 Ｌ２ 本文２ りょう 涼 시원함 
545 Ｌ２ 本文２ あかんこ 阿寒・湖 固 아칸호
546 Ｌ２ 本文２ ラベンダーばたけ ラベンダー・畑 라벤더 밭 
547 Ｌ２ 本文２ ぼくじょう 牧場 목장 
548 Ｌ２ 本文２ やすらぎ 安らぎ 편안함 
549 Ｌ２ 本文２ ちょうこく 彫刻 조각 
550 Ｌ２ 本文２ さっぽろ 札幌 固 삿포로
551 Ｌ２ 本文２ ゆきまつり 雪・祭り 유키마츠리 
552 Ｌ２ 本文２ いこう 以降 이후 
553 Ｌ２ 本文２ かいたく（する） 開拓（する） 개척
554 Ｌ２ 本文２ ようふう 洋風 서양풍
555 Ｌ２ 本文２ いじゅう（する） 移住（する） 이주
556 Ｌ２ 本文２ たたかう 闘う 싸우다 
557 Ｌ２ 本文２ はたけ 畑 밭 
558 Ｌ２ 本文２ きりひらく 切り開く 개척하다 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
559 Ｌ２ 本文２ ぼくちく 牧畜 목축
560 Ｌ２ 本文２ だいきぼのうぎょう 大・規模・農業 대규모농업
561 Ｌ２ 本文２ ちめい 地名 　 지명
562 Ｌ２ 本文２ おしゃまんべ 長万部 固 아샤만베(지명) 
563 Ｌ２ 本文２ アイヌ 　 아이누 
564 Ｌ２ 本文２ あてはめる 当てはめる 딱 들어맞다 
565 Ｌ２ 本文２ とくさんぶつ 特産物 특산물 
566 Ｌ２ 本文２ なし 梨 배 
567 Ｌ２ 本文２ えひめ 愛媛 固 에히메(지명) 
568 Ｌ２ 本文２ しずおか 静岡 固 시즈오카(지명) 
569 Ｌ２ 本文２ やまなし 山梨 固 야마나시(지명) 
570 Ｌ２ 本文２ ぶどう 포도 
571 Ｌ２ 本文２ ゆうばりメロン 夕張・メロン 유바리 멜론 
572 Ｌ２ 本文２ とうもろこし 　 옥수수
573 Ｌ２ 本文２ のうさくぶつ 農作物 농작물 
574 Ｌ２ 本文２ びじゅつ 美術 미술
575 Ｌ２ 本文２ いしかわけん 石川・県 固 이시카와 현 
576 Ｌ２ 本文２ ゆうぜんぞめ 友禅・染 유젠조메(염색법) 
577 Ｌ２ 本文２ とうじき 陶磁器 도자기
578 Ｌ２ 本文２ さが 佐賀 固 사가(지명) 
579 Ｌ２ 本文２ ありたやき 有田・焼 아리타 도자기 
580 Ｌ２ 本文２ あいち 愛知 固 아이치 
581 Ｌ２ 本文２ せとやき 瀬戸・焼 세토 도자기 
582 Ｌ２ 本文２ しっき 漆器 칠기 
583 Ｌ２ 本文２ わじまぬり 輪島・塗 와지마 칠기 
584 Ｌ２ 本文２ めいしょ 名所 명소 
585 Ｌ２ 本文２ みりょく 魅力 매력 
586 Ｌ２ 文・表６～８ あやまち 過ち 잘못 
587 Ｌ２ 文・表６～８ ダム 댐 
588 Ｌ２ 文・表６～８ すいがい 水害 수해 
589 Ｌ２ 文・表６～８ わいろ 賄賂 뇌물 
590 Ｌ２ 文・表６～８ せいじせつめい 政治・生命 정치생명 
591 Ｌ２ 文・表６～８ たつ 断つ 끊다
592 Ｌ２ 文・表６～８ ふしまつ 不始末 부주의
593 Ｌ２ 文・表６～８ しぼうしゃ 死亡・者 사망자
594 Ｌ２ 文・表６～８ コアラ 코알라
595 Ｌ２ 文・表６～８ カンガルー 캥거루
596 Ｌ２ 文・表６～８ ワラビー 왈라비
597 Ｌ２ 文・表６～８ せいそく（する） 生息（する） 서식
598 Ｌ２ 文・表６～８ てつどう 鉄道 철도
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
599 Ｌ２ 文・表６～８ じぎょう 事業 사업
600 Ｌ２ 文・表６～８ てがける 手がける 손 대다
601 Ｌ２ 文・表６～８ コンビニエンスストア 편의점
602 Ｌ２ 文・表６～８ はんばい（する） 販売（する） 판매
603 Ｌ２ 文・表６～８ せきゆ 石油 석유
604 Ｌ２ 文・表６～８ てっこうせき 鉄鉱石 철광석
605 Ｌ２ 文・表６～８ もくざい 木材 목재
606 Ｌ２ 文・表６～８ すいじょうスキー 水上・スキー 수상스키
607 Ｌ２ 文・表６～８ こころゆくまで 心ゆくまで 질릴때까지
608 Ｌ２ 文・表６～８ もみじ 紅葉 단풍
609 Ｌ２ 文・表６～８ わがし 和・菓子 화과자
610 Ｌ２ 文・表６～８ しきおりおり（に） 四季・折々（に） 名/副 계절마다
611 Ｌ２ 文・表６～８ じゅく 塾 학원
612 Ｌ２ 文・表６～８ スイミングスクール スイミング・スクール 수영학원
613 Ｌ２ 文・表６～８ もうしわけない 申し訳ない 慣 면목없다
614 Ｌ２ 文・表６～８ あたまをさげる 頭を下げる 머리를 숙이다
615 Ｌ２ 文・表６～８ アシスタント 어시스턴트(조수)
616 Ｌ２ 文・表６～８ いか 오징어
617 Ｌ２ 文・表６～８ むく 벗기다
618 Ｌ２ 文・表６～８ つるつる 擬 미끌미끌
619 Ｌ２ 文・表６～８ ふきん 행주
620 Ｌ２ 文・表６～８ ひっぱる 引っ張る 잡아 당기다
621 Ｌ２ コラム けいさんしき 計算・式 계산식
622 Ｌ２ コラム たす 더하다
623 Ｌ２ コラム ひく 빼다
624 Ｌ２ コラム かける 곱하다
625 Ｌ２ コラム わる 나누다
626 Ｌ２ コラム ミリメートル 밀리미터
627 Ｌ２ コラム グラム 그램
628 Ｌ２ コラム トン 톤
629 Ｌ２ コラム キログラム 킬로그램
630 Ｌ２ コラム ミリリットル 밀리리터
631 Ｌ２ コラム メートル 미터
632 Ｌ２ コラム シーシー 씨씨
633 Ｌ２ コラム センチメートル 센티미터
634 Ｌ２ コラム センチ 센티(미터)
635 Ｌ２ コラム リットル 리터
636 Ｌ２ コラム はいきりょう 排気・量 배기량 
637 Ｌ２ コラム まえがみ 前髪 앞머리
638 Ｌ２ コラム ひろさ 広さ 넓이 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
639 Ｌ２ コラム ハム 햄
640 Ｌ２ コラム ガソリン 가솔린
641 Ｌ２ コラム （２）ばい (２）倍 (2)배 
642 Ｌ２ 副詞 キムチ 김치 
643 Ｌ２ 副詞 はるえ 春江 固 하루에(성씨)  
644 Ｌ２ 副詞 かずひこ 和彦 固 카즈히코(이름)
645 Ｌ２ 副詞 きゅうよう 急用 급한 용무 
646 Ｌ２ 副詞 しほうしけん 司法・試験 사법고시
647 Ｌ２ 副詞 あける 明ける 그치다 
648 Ｌ２ 副詞 しんこうしゃ 新・校舎 새 학교 건물 
649 Ｌ２ 作文 とくしょく 特色 특색
650 Ｌ２ 作文 ほう （三）方　さんぽう (세)방향 
651 Ｌ２ 作文 はんとう 半島 반도 
652 Ｌ２ 作文 ながぐつ 長靴 장화
653 Ｌ２ 活動 しょたいめん 初対面 첫대면 
654 Ｌ２ 活動 ブラジル 固 브라질 
655 Ｌ２ 活動 サッカー 축구
656 Ｌ２ 活動 ジェイリーグ Ｊリーグ 固 J리그 
657 Ｌ２ 活動 ボール 공 
658 Ｌ２ 活動 パキススタン 固 파키스탄 
659 Ｌ２ 活動 カラコルム 固 카라코름(산이름) 
660 Ｌ２ 活動 きょうぎじょう 競技場 경기장
661 Ｌ２ 活動 こうふん（する） 興奮（する） 흥분
662 Ｌ２ 活動 あばれる 暴れる 날뛰다 
663 Ｌ２ 活動 ローマ 固 로마 
664 Ｌ２ 活動 ベニス 固 베네치아 
665 Ｌ２ 活動 かわせいひん 革･製品 가죽제품 
666 Ｌ２ 活動 ふんいき 雰囲気 분위기 
667 Ｌ２ 活動 フィラデルフィア 固 필라델피아 
668 Ｌ２ 活動 めいせいだいがく 名成・大学 固 메이세이 대학(학교명) 
669 Ｌ２ 活動 シャファー 固 샤파(인명) 
670 Ｌ２ 活動 へいせいじょしだいがく 平成・女子・大学 固 헤이세이 여자대학(학교명) 
671 Ｌ２ 活動 やまぐち 山口 固 야마구치(성씨)
672 Ｌ２ 活動 コース 코스 
673 Ｌ２ 活動 なのりあう 名のり合う 서로 이름을 밝히다 
674 Ｌ２ 活動 しゅっしんち 出身・地 출신지 
675 Ｌ２ 活動 たいざいきかん 滞在・期間 체류기간 
676 Ｌ２ 活動 すまい 住まい 사는 곳 
677 Ｌ２ 活動 じたく 自宅 자택 
678 Ｌ２ 活動 せんこう（する） 専攻（する） 전공
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
679 Ｌ２ 活動 ベルギー 固 벨기에 
680 Ｌ２ 活動 フィレンツェ 固 피렌체 
681 Ｌ２ 活動 ショッピング（する） 쇼핑 
682 Ｌ２ 活動 みぢか（な） 身近（な） 친근한 

683 Ｌ３ 動機づけ かっこくみん 各・国民 각 나라 사람 
684 Ｌ３ 動機づけ てんけいてき（な） 典型・的（な） 전형적
685 Ｌ３ 動機づけ おうとう（する） 応答（する） 응답
686 Ｌ３ 動機づけ びじん 美人 미인
687 Ｌ３ 動機づけ きになる 気になる 慣 신경쓰이다 
688 Ｌ３ 動機づけ きだて 気立て 마음씨 
689 Ｌ３ 本文１ ステレオタイプ 고정관념 
690 Ｌ３ 本文１ （１９７０ねん）だい （1970年）代 (1970년)대 
691 Ｌ３ 本文１ フットボール 축구
692 Ｌ３ 本文１ たまたま 副 우연히 
693 Ｌ３ 本文１ アメリカンフットボール 미식축구
694 Ｌ３ 本文１ めいもんこう 名門・校 명문학교 
695 Ｌ３ 本文１ ホームゲーム ホーム・ゲーム 홈 게임 
696 Ｌ３ 本文１ こてい（する） 固定（する） 고정
697 Ｌ３ 本文１ きづく 気づく 눈치채다
698 Ｌ３ 本文１ めだつ 目立つ 눈에 띄다 
699 Ｌ３ 本文１ われわれ 우리 
700 Ｌ３ 本文１ しらずしらず 知らず知らず 副 알게 모르게 
701 Ｌ３ 本文１ しゅうだん 集団 집단
702 Ｌ３ 本文１ じんしゅ 人種 인종
703 Ｌ３ 本文１ つきまとう 감도는 
704 Ｌ３ 本文１ さす 指す 지목하다 
705 Ｌ３ 本文１ しょくつう 食通 음식에 대해 잘 아는 사람 
706 Ｌ３ 本文１ びしょくか 美食・家 미식가 
707 Ｌ３ 本文１ きんべん（な） 勤勉（な） 근면(성실)하다 
708 Ｌ３ 本文１ そんざい（する） 存在（する） 존재
709 Ｌ３ 本文１ こうりょ（する） 考慮（する） 고려 
710 Ｌ３ 本文１ りそうてき（な） 理想・的（な） 이상적
711 Ｌ３ 本文１ げんじつ 現実 현실
712 Ｌ３ 本文１ ステレオタイプか（する） ステレオタイプ・化（する） 고정관념화 
713 Ｌ３ 本文１ ことなる 異なる 다르다 
714 Ｌ３ 本文１ はいけい 背景 배경
715 Ｌ３ 本文１ こうどうバターン 行動・パターン 행동패턴 
716 Ｌ３ 本文１ よそく（する） 予測（する） 예측
717 Ｌ３ 本文１ りてん 利点 이점 

Ｌ３
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
718 Ｌ３ 本文１ たいしょ（する） 対処（する） 대처 
719 Ｌ３ 本文１ ししん 指針 지침 
720 Ｌ３ 本文１ いきすぎる 너무 가다 
721 Ｌ３ 本文１ けってん 欠点 결점 
722 Ｌ３ 本文１ こしつ（する） 固執（する） 고집 
723 Ｌ３ 本文１ とくいせい 特異･性 특이성 
724 Ｌ３ 本文１ きけんせい 危険･性 위험성
725 Ｌ３ 本文１ じぜん 事前 사전
726 Ｌ３ 本文１ じゅうなん（な） 柔軟（な） 유연
727 Ｌ３ 本文１ やりとり（する） やり取り（する） 교환
728 Ｌ３ 本文１ そうほう 双方 쌍방
729 Ｌ３ 本文１ むち（な） 無知（な） 名/な 무지
730 Ｌ３ 本文１ きょくたん（な） 極端（な） 名/な 극단
731 Ｌ３ 本文１ たがい（に） 互い（に） 名/副 서로 
732 Ｌ３ 本文１ がいねん 概念 개념
733 Ｌ３ 本文１ ながめる 眺める 바라보다
734 Ｌ３ 本文１ ごかい（する） 誤解（する） 오해 
735 Ｌ３ 本文１ ギャップ 갭(공백) 
736 Ｌ３ 本文１ しょうじる 生じる 생기다 
737 Ｌ３ 本文１ かずおおく 数・多く 대다수 
738 Ｌ３ 本文１ ふじやま フジヤマ（富士山） 固 후지산(후지 마운틴) 
739 Ｌ３ 本文１ げいしゃ ゲイシャ（芸者） 게이샤(기생) 
740 Ｌ３ 本文１ さくら サクラ（桜） 벚꽃 
741 Ｌ３ 本文１ かた 型 틀
742 Ｌ３ 本文１ はめる 맞추다 
743 Ｌ３ 本文１ プリズム 프리즘 
744 Ｌ３ 本文１ いぜんとして 依然として 副 여전히 
745 Ｌ３ 本文１ いだく 抱く 끌어안다 
746 Ｌ３ 本文１ はくじん 白人 백인 
747 Ｌ３ 本文１ がいじん 外人 외국인
748 Ｌ３ 本文１ さほど 副 그렇게 
749 Ｌ３ 本文１ みせあう 見せ合う 서로 보여주다 
750 Ｌ３ 本文１ きょうつうこう 共通・項 공통점
751 Ｌ３ 本文１ きょうかん（する） 共感（する）  공감 
752 Ｌ３ 本文１ にんげんてき（な） 人間・的（な） 인간적
753 Ｌ３ 本文１ うちたてる 打ち立てる 정립하다 
754 Ｌ３ 本文１ おちいる 陥る 빠지다 
755 Ｌ３ 本文１ ほうさく 方策 방책
756 Ｌ３ 本文１ ユニークさ 유니크함 
757 Ｌ３ 本文１ いちこじん 一・個人 한 개인 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
758 Ｌ３ 本文１ ていぎ（する） 定義（する） 정의 
759 Ｌ３ 本文１ ぐたいれい 具体・例 구체적인 예 
760 Ｌ３ 本文１ ていあん（する） 提案（する） 제안 
761 Ｌ３ 文・表１～６ さゆう 左右 좌우 
762 Ｌ３ 文・表１～６ へん 偏 변(한자 왼쪽의 부수) 
763 Ｌ３ 文・表１～６ つくり 방(한자 오른쪽 부수) 
764 Ｌ３ 文・表１～６ ハイテクノロジー ハイ・テクノロジー 하이 테크놀로지 
765 Ｌ３ 文・表１～６ りゃくす 略す 생략하다 
766 Ｌ３ 文・表１～６ ハイテク 하이테크 
767 Ｌ３ 文・表１～６ ねがいごと 願い・事 소원 
768 Ｌ３ 文・表１～６ かなう 이뤄지다 
769 Ｌ３ 文・表１～６ もくげきしゃ 目撃・者 목격자 
770 Ｌ３ 文・表１～６ あらわれる 現れる 나타나다 
771 Ｌ３ 文・表１～６ おもいきる 思い切る 결정하다 
772 Ｌ３ 文・表１～６ こくはく（する） 告白（する） 고백
773 Ｌ３ 文・表１～６ かわかみ 川上 固 카와카미(성씨) 
774 Ｌ３ 文・表１～６ ちょうへん 長編 장편 
775 Ｌ３ 文・表１～６ ばん (一）晩　ひとばん 한 밤
776 Ｌ３ 文・表１～６ のり 糊 풀 
777 Ｌ３ 文・表１～６ いなか 田舎 시골 
778 Ｌ３ 文・表１～６ うらぎる 裏切る 배신하다 
779 Ｌ３ 文・表１～６ ショック 쇼크 
780 Ｌ３ 文・表１～６ ハード（な） 하드한 
781 Ｌ３ 文・表１～６ たくや 拓也 固 타쿠야(이름) 
782 Ｌ３ 文・表１～６ こうそく 校則 교칙 
783 Ｌ３ 文・表１～６ みさき 美咲 固 미사키(이름) 
784 Ｌ３ 文・表１～６ きゅうこう 急行 급행 
785 Ｌ３ 文・表１～６ へんぼう（する） 変貌（する） 변모
786 Ｌ３ 文・表１～６ おしとおす 押し通す 억지로 통과시키다 
787 Ｌ３ 文・表１～６ しゅうい 周囲 주위 
788 Ｌ３ 文・表１～６ うしなう 失う 잃어버리다 
789 Ｌ３ 文・表１～６ ちゅうじゅん 中旬 중순 
790 Ｌ３ 文・表１～６ ひでりつづき 日照り・続き 계속되는 가뭄
791 Ｌ３ 文・表１～６ みずぶそく 水･不足 물부족 
792 Ｌ３ 文・表１～６ はやせ 早瀬 固 하야세(성씨)
793 Ｌ３ 文・表１～６ すてき（な） ステキ（な） 멋진 
794 Ｌ３ 文・表１～６ たつ 経つ (시간등이)지나가다 
795 Ｌ３ 文・表１～６ いっこだて 一戸・建て 단독주택 
796 Ｌ３ 文・表１～６ ひろみ 広美 固 히로미(성씨) 
797 Ｌ３ 文・表１～６ としあき 俊明 固 토시아키(이름) 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
798 Ｌ３ 文・表１～６ たんしんふにん（する） 単身・赴任（する） 단신부임
799 Ｌ３ 文・表１～６ ふくおか 福岡 固 후쿠오카 
800 Ｌ３ 文・表１～６ えいぶんか 英文・科 영문과 
801 Ｌ３ 文・表１～６ しつぎょうりつ 失業・率 실업률
802 Ｌ３ 文・表１～６ ぬける 抜ける 빠지다 
803 Ｌ３ 文・表１～６ こうてき（な） 公的（な） 공적
804 Ｌ３ 文・表１～６ きょうむか 教務・課 교무과 
805 Ｌ３ 文・表１～６ はずかしい 恥ずかしい 창피하다 
806 Ｌ３ 文・表１～６ いきいき 生き生き 副 활기넘치는 
807 Ｌ３ 文・表１～６ うつしだす 映し出す 비추다 
808 Ｌ３ 文・表１～６ しょくいん 職員 직원 
809 Ｌ３ 文・表１～６ クリーンキャンペーン 환경미화 활동
810 Ｌ３ 文・表１～６ クラスいいん クラス・委員 학급반장, 부반장 
811 Ｌ３ 文・表１～６ びか（する） 美化（する） 미화 
812 Ｌ３ 文・表１～６ つとめる 努める 노력하다 
813 Ｌ３ 文・表１～６ よびかける 呼びかける 호소하다 
814 Ｌ３ コラム がいらいご 外来語 외래어 
815 Ｌ３ コラム かきあらわす 書き表す (글로)나타내다 
816 Ｌ３ コラム フィルム 필름 
817 Ｌ３ コラム にほんせい 日本・製 일본제 
818 Ｌ３ コラム わせいえいご 和製・英語 제플리쉬(일본에서 나온 영어)
819 Ｌ３ コラム ガソリンスタンド 주유소 
820 Ｌ３ コラム ぎおんご 擬音語 의성어 
821 Ｌ３ コラム ワンルームマンション ワンルーム・マンション 원룸 아파트 
822 Ｌ３ コラム ブラインド 블라인드 
823 Ｌ３ コラム チュンチュン 擬 짹짹 
824 Ｌ３ コラム すずめ 雀 참새 
825 Ｌ３ コラム オペラ 오페라 
826 Ｌ３ コラム じゅうこう（な） 重厚（な） 중후한 
827 Ｌ３ コラム ひびき 響き 울림 
828 Ｌ３ コラム めざめる 目覚める 눈뜨다 
829 Ｌ３ コラム タイマー 타이머 
830 Ｌ３ コラム おきにいり お気に入り 마음에 드는 
831 Ｌ３ コラム デミタスカップ デミタス・カップ 드미타스 컵
832 Ｌ３ コラム がめん 画面 화면 
833 Ｌ３ コラム ボーイフレンド 보이 프렌드(남자친구) 
834 Ｌ３ コラム うつる 映る 비춰지다 
835 Ｌ３ コラム オートバイ 오토바이
836 Ｌ３ コラム ニューモデル ニュー・モデル 새 모델 
837 Ｌ３ コラム バイクマニア バイク・マニア 오토바이 마니아 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
838 Ｌ３ コラム カシャカシャ 擬 딸가닥딸가닥 
839 Ｌ３ コラム シャッター 셔터 
840 Ｌ３ コラム チャンネル 채널 
841 Ｌ３ コラム コマーシャル TV광고 
842 Ｌ３ コラム アレルギーたいしつ アレルギー・体質 알레르기 체질 
843 Ｌ３ コラム ぴったり ピッタリ 擬 딱
844 Ｌ３ コラム ヘルシーしょくひん ヘルシー・食品 건강식품 
845 Ｌ３ コラム トライ（する） 시도 
846 Ｌ３ コラム シンプル（な） 심플(단순) 
847 Ｌ３ コラム パンツ 바지 
848 Ｌ３ コラム たいちょう 体調 몸 상태 
849 Ｌ３ コラム ベスト（な） 名/な 베스트(최고) 
850 Ｌ３ コラム みのまわり 身の回り 내 주변 
851 Ｌ３ 本文２ すききらい 好き嫌い 편식
852 Ｌ３ 本文２ えいよう 栄養 영양 
853 Ｌ３ 本文２ くちにする 口にする 慣 먹다 
854 Ｌ３ 本文２ おもいこむ 思い込む 착각하다
855 Ｌ３ 本文２ くちをつける 口をつける 慣 맛보다 
856 Ｌ３ 本文２ たいてい 副 대개 
857 Ｌ３ 本文２ くいしんぼう 食いしん坊 먹보 
858 Ｌ３ 本文２ いこく 異国 다른 나라
859 Ｌ３ 本文２ ぜっく（する） 絶句（する） 말문이 막힘
860 Ｌ３ 本文２ うさぎごや うさぎ・小屋 토끼집
861 Ｌ３ 本文２ ふとん 布団 이불 
862 Ｌ３ 本文２ あげおろし 上げ下ろし 올렸다 내렸다 하는 것 
863 Ｌ３ 本文２ めんどうくさい 面倒臭い 귀찮다 
864 Ｌ３ 本文２ きまって 副 항상
865 Ｌ３ 本文２ きみょう（な） 奇妙（な） 기묘
866 Ｌ３ 本文２ きこう 気候 기후
867 Ｌ３ 本文２ きょぜつ（する） 拒絶（する） 거절
868 Ｌ３ 本文２ くわずぎらい 食わず嫌い 먹지 않고 싫어하는 것
869 Ｌ３ 本文２ じゅんのう（する） 順応（する） 순응
870 Ｌ３ 本文２ やっと 副 이제야
871 Ｌ３ 本文２ こころがける 心がける 신경쓰다
872 Ｌ３ 本文２ さきほど 先ほど 名/副 앞에서
873 Ｌ３ 本文２ めんどう（な） 面倒（な） 귀찮다
874 Ｌ３ 本文２ こうりつ 効率 효율
875 Ｌ３ 本文２ ちえ 知恵 지혜
876 Ｌ３ 本文２ とまどう 戸惑う 당황하다
877 Ｌ３ 本文２ てきおう（する） 適応（する） 적응
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
878 Ｌ３ 本文２ みかけ 見かけ 외견
879 Ｌ３ 本文２ におい 臭い 냄새
880 Ｌ３ 本文２ みいだす 見いだす 찾아내다
881 Ｌ３ 本文２ ごうにいればごうにしたがえ 郷に入れば郷に従え 慣 로마에서는 로마법에 따르라
882 Ｌ３ 本文２ せいちょう（する） 清聴（する） 청취
883 Ｌ３ 本文２ いみだんらく 意味・段落 의미 단락
884 Ｌ３ 本文２ ばんごう 番号 번호
885 Ｌ３ 本文２ じょろん 序論 서론
886 Ｌ３ 本文２ ほんろん 本論 본론
887 Ｌ３ 本文２ あたる 当たる 해당되다
888 Ｌ３ 本文２ おどろき 驚き 놀라움
889 Ｌ３ 本文２ テーマ 테마
890 Ｌ３ 本文２ ていじ（する） 提示（する） 제시
891 Ｌ３ 本文２ はっけん（する） 発見（する） 발견
892 Ｌ３ 本文２ しゅちょう（する） 主張（する） 주장
893 Ｌ３ 本文２ うらづける 裏付ける 뒷받침하다
894 Ｌ３ 本文２ ひかく（する） 比較（する） 비교
895 Ｌ３ 本文２ たいせつさ 大切さ 중요함
896 Ｌ３ 文・表７～１０ じっかん（する） 実感（する） 실감
897 Ｌ３ 文・表７～１０ ほしぞら 星・空 별이 빛나는 하늘
898 Ｌ３ 文・表７～１０ うつくしい 美しい 아름답다
899 Ｌ３ 文・表７～１０ のぼる 登る (산을) 올라가다
900 Ｌ３ 文・表７～１０ じまん（する） 自慢（する） 자만
901 Ｌ３ 文・表７～１０ めいじうまれ 明治・生まれ 메이지 시대 태생
902 Ｌ３ 文・表７～１０ ささえ 支え 버팀목
903 Ｌ３ 文・表７～１０ ばか（な） 名/な 바보(같은)
904 Ｌ３ 文・表７～１０ としより 年寄り 늙은이
905 Ｌ３ 文・表７～１０ ちかよる 近寄る (가까이)다가가다
906 Ｌ３ 文・表７～１０ さびしい 寂しい 외롭다
907 Ｌ３ 文・表７～１０ いたずら（な）（する） 名/な 장난치다
908 Ｌ３ 文・表７～１０ ゴ 呉 固 오(성씨)
909 Ｌ３ 文・表７～１０ さえき 佐伯 固 사에키(성씨)
910 Ｌ３ 文・表７～１０ おしむ 惜しむ 희생하다
911 Ｌ３ 文・表７～１０ ほとんど 副 거의
912 Ｌ３ 文・表７～１０ かたる 語る 이야기하다
913 Ｌ３ 文・表７～１０ きらう 嫌う 싫어하다
914 Ｌ３ 文・表７～１０ てにはいる 手に入る 慣 손에 넣다
915 Ｌ３ 文・表７～１０ かくす 隠す 숨기다
916 Ｌ３ 文・表７～１０ はいふ（する） 配布（する) 배부하다
917 Ｌ３ 文・表７～１０ たんとうしゃ 担当・者 담당자
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
918 Ｌ３ コラム ぶんみゃく 文脈 문맥
919 Ｌ３ コラム たか 鷹 매
920 Ｌ３ コラム かえる 蛙 개구리
921 Ｌ３ コラム うま 馬 말
922 Ｌ３ コラム はち 蜂 벌
923 Ｌ３ コラム むし 虫 벌레
924 Ｌ３ コラム きん 金 금
925 Ｌ３ コラム なきつら 泣き面 우는 얼굴
926 Ｌ３ コラム いわのやま 岩の山 固 이와노야마(스모선수)
927 Ｌ３ コラム たいした 大した 連体 대단한
928 Ｌ３ コラム おぼれる (물에)빠지다
929 Ｌ３ コラム いしづか 石塚 固 이시즈카(성씨)
930 Ｌ３ コラム しんぶんしゃ 新聞・社 신문사
931 Ｌ３ コラム コンクール 콩쿠르
932 Ｌ３ コラム しょう 賞 상
933 Ｌ３ コラム のう 能 능력
934 Ｌ３ コラム ねんぶつ 念仏 염불
935 Ｌ３ コラム かち 価値 평가
936 Ｌ３ コラム きちょう（な） 貴重（な） 귀중
937 Ｌ３ コラム めいじん 名人 명인
938 Ｌ３ コラム ちゅうこく（する） 忠告（する） 충고
939 Ｌ３ コラム ききめ 効きめ 효과
940 Ｌ３ コラム さいのう 才能 재능
941 Ｌ３ コラム へいぼん（な） 平凡（な） 名/な 평범
942 Ｌ３ 副詞 あう 遭う (안 좋은 일과) 만나다
943 Ｌ３ 副詞 ひろう（する） 披露（する） 선보이다
944 Ｌ３ 副詞 のりすごす 乗り過ごす (역등을)지나치다 
945 Ｌ３ 副詞 みにつく 身につく 慣 몸에 익다 
946 Ｌ３ 副詞 ジャズ 재즈 
947 Ｌ３ 副詞 むちゅう（な） 夢中（な） 名/な 몰두 
948 Ｌ３ 副詞 ながし 流し 싱크대 
949 Ｌ３ 副詞 どくりつ（する） 独立（する） 독립 
950 Ｌ３ 副詞 べつ（な） 別（な） 名/な 별도
951 Ｌ３ 副詞 じっか 実家 본가 
952 Ｌ３ 副詞 せいりょく 勢力 노력 
953 Ｌ３ 副詞 ほくほくとう 北北東 북북동
954 Ｌ３ 副詞 ふはい（する） 腐敗（する） 부패
955 Ｌ３ 副詞 じゆうのめがみ 自由の女神 固 자유의 여신상 
956 Ｌ３ 副詞 ぞう 像 상 
957 Ｌ３ 副詞 いげん 威厳 위엄
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
958 Ｌ３ 副詞 スーパーワン 固 수퍼원 
959 Ｌ３ 副詞 ピアニスト 피아니스트 
960 Ｌ３ 副詞 えいぎょうぶ 営業・部 영업부 
961 Ｌ３ 副詞 とりひきさき 取り引き・先 거래처
962 Ｌ３ 副詞 にほんごのうりょくしけん 日本語・能力・試験 固 일본어 능력시험 
963 Ｌ３ 副詞 きゅう （１）級 (1)급 
964 Ｌ３ 副詞 パンダ 판다 
965 Ｌ３ 副詞 どうぶつえん 動物・園 동물원
966 Ｌ３ 副詞 ともなう 伴う 동반하다 
967 Ｌ３ 副詞 バランス 밸런스 
968 Ｌ３ 副詞 どうそうかい 同窓・会 동창회 
969 Ｌ３ 副詞 かわりめ 変わりめ 환절기 
970 Ｌ３ 副詞 くずす 崩す 무너지다 
971 Ｌ３ 副詞 かいせきりょうり 懐石・料理 가이세키 요리 
972 Ｌ３ 副詞 ちょうせん（する） 挑戦（する） 도전 
973 Ｌ３ 副詞 ひん (一）品 (1)요리 
974 Ｌ３ 副詞 よびこう 予備・校 입시학원 
975 Ｌ３ 作文 あれこれ 名/副 이것저것 
976 Ｌ３ 作文 ポイント 포인트 
977 Ｌ３ 作文 ちょくやく（する） 直訳（する） 직역 
978 Ｌ３ 作文 むすび 結び 연관 
979 Ｌ３ 作文 かかわり 関わり 관련
980 Ｌ３ 活動 だいざい 題材 제재
981 Ｌ３ 活動 だいもく 題目 제목 
982 Ｌ３ 活動 こころがまえ 心がまえ 마음가짐 
983 Ｌ３ 活動 しろいめ 白い目 慣 차가운 눈 
984 Ｌ３ 活動 ようぼう（する） 要望（する） 요망 
985 Ｌ３ 活動 たいけんだん 体験・談 체험담
986 Ｌ３ 活動 ザンビア 固 잠비아(국명) 
987 Ｌ３ 活動 ばんざい（する） 万歳（する） 만세 
988 Ｌ３ 活動 ぼんさい 凡才 범재 
989 Ｌ３ 活動 けんそん（する） 謙遜（する） 겸손
990 Ｌ３ 活動 はってんとじょうこく 発展・途上・国 개발도상국 
991 Ｌ３ 活動 イベント 이벤트 
992 Ｌ３ 活動 あつまり 集まり 모임 
993 Ｌ３ 活動 エムシーハマー ＭＣハマー 固 MC해머 
994 Ｌ３ 活動 フィリピン 固 필리핀(국가) 
995 Ｌ３ 活動 バンブーダンス バンブー・ダンス 밤부댄스 
996 Ｌ３ 活動 せいようじん 西洋･人 서양인
997 Ｌ３ 活動 めざす 目指す 목표하다 
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998 Ｌ３ 活動 おうべい 欧米 固 유럽과 미국 
999 Ｌ３ 活動 ふうちょう 風潮 풍조 
1000 Ｌ３ 活動 マスコミ 매스미디어 
1001 Ｌ３ 活動 かちかん 価値・観 가치관 
1002 Ｌ３ 活動 えいきょう（する） 影響（する） 영향 
1003 Ｌ３ 活動 ききん 飢饉 기근
1004 Ｌ３ 活動 ヒステリック（な） 히스테릭 
1005 Ｌ３ 活動 プレゼンター 발표자 
1006 Ｌ３ 活動 はだか 裸 알몸 
1007 Ｌ３ 活動 やり 창 
1008 Ｌ３ 活動 かねもうけ 金・もうけ 돈벌이 
1009 Ｌ３ 活動 タイムマシン 타임머신
1010 Ｌ３ 活動 めし 밥 
1011 Ｌ３ 活動 ていしゅかんぱく 亭主・関白 가부장적인 남편 
1012 Ｌ３ 活動 くべつ（する） 区別（する） 구별 
1013 Ｌ３ 活動 あらためる 改める 개선하다 
1014 Ｌ３ 活動 キャンベラ 固 캔버라 
1015 Ｌ３ 活動 あっというま 慣 눈깜짝할 사이에 
1016 Ｌ３ 活動 からだつき 体つき 체구 
1017 Ｌ３ 活動 だい 題 타이틀
1018 Ｌ３ 活動 だいこうぶつ 大･好物 너무 좋아하는 것 
1019 Ｌ３ 活動 もり 담는 것 
1020 Ｌ３ 活動 かけ 뿌리는 것 
1021 Ｌ３ 活動 もりそば 모리소바 
1022 Ｌ３ 活動 かけそば 카케소바 
1023 Ｌ３ 活動 しる 汁 장국 
1024 Ｌ３ 活動 つける 찍다 
1025 Ｌ３ 活動 どんぶり 돔부리(큰 밥그릇)
1026 Ｌ３ 活動 サンプル 샘플 
1027 Ｌ３ 活動 てんぷらそば 天ぷら・そば 튀김 소바 
1028 Ｌ３ 活動 ちらちら チラチラ 擬 흘끔흘끔 
1029 Ｌ３ 活動 とうがらし 唐辛子 고추 
1030 Ｌ３ 活動 こしょう 후추 
1031 Ｌ３ 活動 こうきしん 好奇・心 호기심
1032 Ｌ３ 活動 いちぶしじゅう 一部始終 자초지종 
1033 Ｌ３ 活動 てにつかない 手につかない 慣 (일등이) 손에 잡히지 않는다 
1034 Ｌ３ 活動 しんり 心理 심리 
1035 Ｌ３ 活動 みんぞく 民族 민족 
1036 Ｌ３ 活動 しらんかお（する） 知らん顔（する） 慣 모르는 체 하는 얼굴 
1037 Ｌ３ 活動 ホストファミリー ホスト・ファミリー 호스트 패밀리 
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1038 Ｌ３ 活動 ぎょうぎ 行儀 예의 
1039 Ｌ３ 活動 しつけ 훈육 
1040 Ｌ３ 活動 げんご 言語 언어 
1041 Ｌ３ 活動 めがね 眼鏡 안경 
1042 Ｌ３ 活動 ぼんやり 擬 멍~
1043 Ｌ３ 活動 ききて 청중 
1044 Ｌ３ 活動 せっする 接する 접하다 
1045 Ｌ３ 活動 むずかしめ 難しめ 어려운 편 
1046 Ｌ３ 活動 かんどう（する） 感動（する） 감동 
1047 Ｌ３ 活動 ひきつける 引きつける (마음을)끌다 
1048 Ｌ３ 活動 かきだし 書き出し 서두 
1049 Ｌ３ 活動 くふう（する） 工夫（する） 궁리하다, 깊게 생각하다 
1050 Ｌ３ 活動 ひゆ 比喩 비유 
1051 Ｌ３ 活動 ユーモア 유머 
1052 Ｌ３ 活動 エピソード 에피소드 
1053 Ｌ３ 活動 げんこう 原稿 원고 
1054 Ｌ３ 活動 ひょうかシート 評価・シート 평가지 
1055 Ｌ３ 活動 はやさ 速さ 속도 
1056 Ｌ３ 活動 ま 間 간격 
1057 Ｌ３ 活動 アクセント 악센트 
1058 Ｌ３ 活動 ちょうどいい 딱 좋다 
1059 Ｌ３ 活動 ひょうじょう 表情 표정 
1060 Ｌ３ 活動 ぼうよみ（する） 棒読み（する） (매우 딱딱하게)읽는 것 
1061 Ｌ３ 活動 なめらかさ 유창함 

1062 Ｌ４ 本文１ よ 世 세상 
1063 Ｌ４ 本文１ おそろしい 恐ろしい 무섭다 
1064 Ｌ４ 本文１ わざ 技 기술 
1065 Ｌ４ 本文１ みがく 磨く 갈고 닦다 
1066 Ｌ４ 本文１ チャンピオン 챔피언
1067 Ｌ４ 本文１ にくたいてき（な） 肉体･的（な） 육체적 
1068 Ｌ４ 本文１ せいしんてき（な） 精神･的（な） 정신적 
1069 Ｌ４ 本文１ たんれん（する） 鍛錬（する） 단련
1070 Ｌ４ 本文１ しょうり（する） 勝利（する） 승리 
1071 Ｌ４ 本文１ ひらける 開ける 열리다 
1072 Ｌ４ 本文１ きょうふしん 恐怖･心 공포심
1073 Ｌ４ 本文１ うちかつ 打ち勝つ 극복하다 
1074 Ｌ４ 本文１ えいこう 栄光 영광
1075 Ｌ４ 本文１ てにする 手にする 慣 손에 넣다 
1076 Ｌ４ 本文１ ボクシング 복싱 

Ｌ４

27 



番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
1077 Ｌ４ 本文１ エフワンレース Ｆ１・レース F1레이스 
1078 Ｌ４ 本文１ とびこみ 飛び込み 다이빙 
1079 Ｌ４ 本文１ いっぽ 一歩 한 발짝 
1080 Ｌ４ 本文１ まちがう 間違う 틀리다, 실수하다 
1081 Ｌ４ 本文１ おそろしさ 恐ろしさ 무서움 
1082 Ｌ４ 本文１ ジャンプきょうぎ ジャンプ･競技 (스키)점프경기 
1083 Ｌ４ 本文１ みぎにでる 右に出る 慣 어깨를 나란히 하다 
1084 Ｌ４ 本文１ ちじょう 地上 지상 
1085 Ｌ４ 本文１ きゅうしゃめん 急・斜面 급경사 
1086 Ｌ４ 本文１ すべりおりる 滑り降りる (미끄러지듯)내려가다 
1087 Ｌ４ 本文１ スピード 스피드 
1088 Ｌ４ 本文１ くうちゅう 空中 공중 
1089 Ｌ４ 本文１ ほくおう 北欧 固 북유럽
1090 Ｌ４ 本文１ ざいにん 罪人 죄인
1091 Ｌ４ 本文１ しょばつ（する） 処罰（する） 처벌 
1092 Ｌ４ 本文１ とる 採る 채용하다 
1093 Ｌ４ 本文１ なるほど 副 확실히 
1094 Ｌ４ 本文１ うなずく 공감하다, 고개를 끄덕이다  
1095 Ｌ４ 本文１ ジャンプだい ジャンプ・台 점프대
1096 Ｌ４ 本文１ スタート（する） 스타트 
1097 Ｌ４ 本文１ ちてん 地点 지점 
1098 Ｌ４ 本文１ きりたつ 切り立つ 깎아지르다 
1099 Ｌ４ 本文１ がけ 崖 절벽 
1100 Ｌ４ 本文１ ふるえる 震える 떨리다 
1101 Ｌ４ 本文１ てんごく 天国 천국 
1102 Ｌ４ 本文１ じごく 地獄 지옥 
1103 Ｌ４ 本文１ けいけん（する） 経験（する） 체험 
1104 Ｌ４ 本文１ あきもと　まさひろ 秋元　正博 固 아키모토 마사히로(인명) 
1105 Ｌ４ 本文１ じょそう（する） 助走（する） 도움닫기 
1106 Ｌ４ 本文１ ラージヒル 라지 힐 
1107 Ｌ４ 本文１ かすみがせきビル 霞ヶ関・ビル 固 가스미가세키 빌딩 
1108 Ｌ４ 本文１ さいじょうかい 最上・階 최고층 
1109 Ｌ４ 本文１ あたり 　 해당 
1110 Ｌ４ 本文１ じそく 時速 시속 
1111 Ｌ４ 本文１ しゅうちゅうりょく 集中・力 집중력 
1112 Ｌ４ 本文１ げんえき 現役 현역 
1113 Ｌ４ 本文１ じんしんじこ 人身・事故 (사람이 죽거나 다치는)사고 
1114 Ｌ４ 本文１ きんしんしょぶん 謹慎・処分 근신처분
1115 Ｌ４ 本文１ ぜんでら 禅・寺 (선종계열)절 
1116 Ｌ４ 本文１ ふっき（する） 復帰（する） 복귀 
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1117 Ｌ４ 本文１ とりはからう 선처하다 
1118 Ｌ４ 本文１ なくなる 亡くなる 죽다
1119 Ｌ４ 本文１ いぞく 遺族 유족 
1120 Ｌ４ 本文１ たんがんしょ 嘆願・書 탄원서 
1121 Ｌ４ 本文１ あきらめかける 거의 포기하다 
1122 Ｌ４ 本文１ つらい 辛い 괴롭다 
1123 Ｌ４ 本文１ オーストリア 固 오스트리아(국명) 
1124 Ｌ４ 本文１ フライングたいかい フライング・大会 플라잉 대회 
1125 Ｌ４ 本文１ きょうせい（する） 強制（する） 강제 
1126 Ｌ４ 本文１ いったい 一体 副 도대체 
1127 Ｌ４ 本文１ もうれつ（な） 猛烈（な） 맹렬 
1128 Ｌ４ 本文１ きりゅう 気流 기류 
1129 Ｌ４ 本文１ ぶつかる 부딪치다 
1130 Ｌ４ 本文１ たいせい 体勢 자세 
1131 Ｌ４ 本文１ たてなおす 立て直す 다시 바로 잡다 
1132 Ｌ４ 本文１ すでに 副 이미 
1133 Ｌ４ 本文１ せつめん 雪面 눈바닥
1134 Ｌ４ 本文１ たたきつける 처박다
1135 Ｌ４ 本文１ しゅんかん 瞬間 순간
1136 Ｌ４ 本文１ めざす 目指す 목표하다 
1137 Ｌ４ 本文１ さいき（する） 再起（する） 재기 
1138 Ｌ４ 本文１ ちかう 誓う 맹세하다 
1139 Ｌ４ 本文１ あしくび 足首 발목 
1140 Ｌ４ 本文１ いちおう 一応 副 일단
1141 Ｌ４ 本文１ きく 利く (잘)움직이다 
1142 Ｌ４ 本文１ だます 속이다 
1143 Ｌ４ 本文１ いんたい（する） 引退（する） 은퇴 
1144 Ｌ４ 本文１ チャレンジせいしん チャレンジ・精神 도전정신 
1145 Ｌ４ 本文１ かわいそう（な） 불쌍한 
1146 Ｌ４ 本文１ くなん 苦難 고난 
1147 Ｌ４ 本文１ のりこえる 乗り越える 뛰어넘다 
1148 Ｌ４ 文・表１～６ すずき 鈴木 固 스즈키(성씨) 
1149 Ｌ４ 文・表１～６ こばやし 小林 固 코바야시(성씨) 
1150 Ｌ４ 文・表１～６ さっきょく（する） 作曲（する） 작곡 
1151 Ｌ４ 文・表１～６ たさい（な） 多才（な） 名/な 다재다능
1152 Ｌ４ 文・表１～６ ふるさと 　 고향 
1153 Ｌ４ 文・表１～６ きそてきな 基礎・的（な） 기초적 
1154 Ｌ４ 文・表１～６ おえる 終える 끝내다 
1155 Ｌ４ 文・表１～６ せんもんてき（な） 専門・的（な） 전문적 
1156 Ｌ４ 文・表１～６ ふじゅうぶん（な） 不十分（な） 名/な 불충분
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1157 Ｌ４ 文・表１～６ ありがたさ 고마움
1158 Ｌ４ 文・表１～６ チャン 固 챤(이름) 
1159 Ｌ４ 文・表１～６ かんげき（する） 感激（する） 감격 
1160 Ｌ４ 文・表１～６ めいわく（な）（する） 迷惑（な）（する） 名/な 민폐 
1161 Ｌ４ 文・表１～６ おいだす 追い出す 쫒아내다 
1162 Ｌ４ 文・表１～６ はかい（する） 破壊（する） 파괴 
1163 Ｌ４ 文・表１～６ やせいせいぶつ 野生・生物 야생생물 
1164 Ｌ４ 文・表１～６ ぜつめつ（する） 絶滅(する） 멸종 
1165 Ｌ４ 文・表１～６ ふけいき（な） 不景気（な） 名/な 불경기 
1166 Ｌ４ 文・表１～６ とうさん（する） 倒産（する） 도산 
1167 Ｌ４ 文・表１～６ さっきゅう（な） 早急（な） 名/な 시급(한) 
1168 Ｌ４ 文・表１～６ せまる 迫る 닥치다 
1169 Ｌ４ 文・表１～６ ホームルーム ホーム・ルーム HR
1170 Ｌ４ 文・表１～６ カンニング（する） 컨닝 
1171 Ｌ４ 文・表１～６ ポーランド 固 폴란드(국명) 
1172 Ｌ４ 文・表１～６ じさ 時差 시차 
1173 Ｌ４ 文・表１～６ みっしゅう（する） 密集（する） 밀집 
1174 Ｌ４ 文・表１～６ おろそか（な） 소홀히
1175 Ｌ４ 文・表１～６ こうかい（する） 後悔（する） 후회 
1176 Ｌ４ 文・表１～６ せかいはくらんかい 世界・博覧・会 엑스포 
1177 Ｌ４ 文・表１～６ さんぴりょうろん 賛否・両論 찬반양론 
1178 Ｌ４ 文・表１～６ けっきょく 結局 名/副 결국 
1179 Ｌ４ 文・表１～６ さんせいは 賛成・派 찬성파 
1180 Ｌ４ 文・表１～６ きゅうえん（する） 救援（する） 구원 
1181 Ｌ４ 文・表１～６ ぶっし 物資 물자
1182 Ｌ４ 文・表１～６ おかしい 이상하다 
1183 Ｌ４ 文・表１～６ がくせいりょう 学生・寮 학생 기숙사 
1184 Ｌ４ 文・表１～６ ふたりべや 二人・部屋 2인실 
1185 Ｌ４ 文・表１～６ きにいる 気に入る 慣 마음에 들다 
1186 Ｌ４ 文・表１～６ メール 메일 
1187 Ｌ４ 文・表１～６ おおいし 大石 固 오오이시 
1188 Ｌ４ 文・表１～６ きょうじゅ 教授 교수 
1189 Ｌ４ 文・表１～６ きょういくしゃ 教育・者 교육자 
1190 Ｌ４ 文・表１～６ にゅうしもんだい 入試・問題 입시문제 
1191 Ｌ４ 文・表１～６ しかいしゃ 司会・者 사회자 
1192 Ｌ４ 文・表１～６ うてん 雨天 비오는 날 
1193 Ｌ４ 文・表１～６ ごらいじょう ご来場 참석 
1194 Ｌ４ 文・表１～６ ばんしゃく（する） 晩酌（する） 저녁반주 
1195 Ｌ４ 文・表１～６ かかす 欠かす 빠지다 
1196 Ｌ４ 本文２ いしき（する） 意識（する） 의식 
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1197 Ｌ４ 本文２ りょうりつは 両立・派 양립파 
1198 Ｌ４ 本文２ しごとじゅうしは 仕事・重視・派 일 중시파 
1199 Ｌ４ 本文２ つよまる 強まる 강해지다 
1200 Ｌ４ 本文２ ほん 本 連体 본 
1201 Ｌ４ 本文２ きゅうよう（する） 休養（する） 휴양 
1202 Ｌ４ 本文２ ふれあい 触れ合い 만남 
1203 Ｌ４ 本文２ （２２）こうもく (２２)項目 (22)항목 
1204 Ｌ４ 本文２ ちじん 知人 지인 
1205 Ｌ４ 本文２ ついで 次いで 接 다음으로 
1206 Ｌ４ 本文２ やすらぎ 安らぎ 평안함 
1207 Ｌ４ 本文２ だいひょうてき（な） 代表・的（な） 대표적 
1208 Ｌ４ 本文２ からだ 身体 몸 
1209 Ｌ４ 本文２ やすめる 休める 쉬게하다 
1210 Ｌ４ 本文２ こうじょう（する） 向上（する） 향상 
1211 Ｌ４ 本文２ しんしん 心身 심신 
1212 Ｌ４ 本文２ ねんだいべつ 年代・別 연대별 
1213 Ｌ４ 本文２ ━とも ~도 
1214 Ｌ４ 本文２ しじ（する） 支持（する） 지지 
1215 Ｌ４ 本文２ かいとうりつ 回答・率 응답률 
1216 Ｌ４ 本文２ うでまえ 腕前 실력 
1217 Ｌ４ 本文２ かけ 賭け 도박 
1218 Ｌ４ 本文２ ぐうぜん（な） 偶然（な） 名/副/な 우연 
1219 Ｌ４ 本文２ うでをきそう 腕を競う 慣 실력을 겨루다 
1220 Ｌ４ 本文２ スリル 스릴 
1221 Ｌ４ 本文２ よろこび 喜び 기쁨 
1222 Ｌ４ 本文２ みたす 満たす 채우다
1223 Ｌ４ 本文２ びてき（な） 美的（な） 미적 
1224 Ｌ４ 本文２ しぜんしこう 自然・志向 자연을 좋아하는 취향 
1225 Ｌ４ 本文２ ていめい（する） 低迷（する） 경기침체 
1226 Ｌ４ 本文２ ちょうきか（する） 長期・化（する） 장기화
1227 Ｌ４ 本文２ やくだつ 役立つ 도움이 되다 
1228 Ｌ４ 本文２ じつえき 実益 실제 이익 
1229 Ｌ４ 本文２ しゅうにゅう 収入 수입 
1230 Ｌ４ 本文２ むすびつく 結びつく 결부되다 
1231 Ｌ４ 本文２ じっしつてき（な） 実質・的（な） 실질적 
1232 Ｌ４ 本文２ ぶんかてき（な） 文化・的（な） 문화적 
1233 Ｌ４ 本文２ よっきゅう（する） 欲求（する） 욕구 
1234 Ｌ４ 本文２ とうひ（する） 逃避（する） 도피 
1235 Ｌ４ 本文２ せつなてき（な） 刹那・的（な） 순간적
1236 Ｌ４ 本文２ かいほうかん 解放・感 해방감 
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1237 Ｌ４ 本文２ きょうよう 教養 교양 
1238 Ｌ４ 本文２ たかめる 高める 높이다 
1239 Ｌ４ 本文２ ひたる (~)잠기다, 몰두하다 
1240 Ｌ４ 本文２ そうぞうりょく 創造・力 창조력 
1241 Ｌ４ 本文２ すいり（する） 推理（する） 추리 
1242 Ｌ４ 本文２ だんじょべつ 男女・別 남녀 별 
1243 Ｌ４ 本文２ しるし 印 인장 
1244 Ｌ４ 文・表７～９ だいとし 大・都市 대도시 
1245 Ｌ４ 文・表７～９ のうそん 農村 농촌
1246 Ｌ４ 文・表７～９ かそか（する） 過疎・化（する） 과소화 
1247 Ｌ４ 文・表７～９ こっかい 国会 국회 
1248 Ｌ４ 文・表７～９ しゅうぎいん 衆議院 중의원
1249 Ｌ４ 文・表７～９ さんぎいん 参議院 참의원 
1250 Ｌ４ 文・表７～９ にんき 任期 임기 
1251 Ｌ４ 文・表７～９ かいさん（する） 解散（する） 해산 
1252 Ｌ４ 文・表７～９ じゅうらい 従来 원래 
1253 Ｌ４ 文・表７～９ ふじもり 藤森 固 후지모리(성씨) 
1254 Ｌ４ 文・表７～９ しきさい 色彩 색채 
1255 Ｌ４ 文・表７～９ やました 山下 固 야마시타(성씨) 
1256 Ｌ４ 文・表７～９ じみ（な） 地味（な） 名/な 평범
1257 Ｌ４ 文・表７～９ さいゆうしゅうしょう 最・優秀・賞 최우수상 
1258 Ｌ４ 文・表７～９ しんさいん 審査・員 심사위원 
1259 Ｌ４ 文・表７～９ しじは 支持・派 지지파 
1260 Ｌ４ 文・表７～９ ざんしん（な） 斬新（な） 참신
1261 Ｌ４ 文・表７～９ アイディア 아이디어 
1262 Ｌ４ 文・表７～９ とりいれる 取り入れる 도입하다 
1263 Ｌ４ 文・表７～９ たしか（な） 確か（な） 副/な 확실
1264 Ｌ４ 文・表７～９ ごみたいさく ごみ・対策 쓰레기 대책 
1265 Ｌ４ 文・表７～９ いずもし 出雲・市 固 이즈모 시 (도시) 
1266 Ｌ４ 文・表７～９ はるか（な） 副/な 아득한 
1267 Ｌ４ 文・表７～９ よわまる 弱まる 약해지다 
1268 Ｌ４ 文・表７～９ つよめる 強める 강하게 하다 
1269 Ｌ４ 文・表７～９ よわめる 弱める 약하게 하다 
1270 Ｌ４ 文・表７～９ しゅうきょう 宗教 종교
1271 Ｌ４ 文・表７～９ ひろまる 広まる 넓히다 
1272 Ｌ４ 文・表７～９ ひろめる 広める 넓어지다 
1273 Ｌ４ 文・表７～９ あいじょう 愛情 애정 
1274 Ｌ４ 文・表７～９ ふかまる 深まる 깊어지다 
1275 Ｌ４ 文・表７～９ ふかめる 深める 깊게하다 
1276 Ｌ４ 文・表７～９ とうかいちほう 東海・地方 固 도카이 지방 
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1277 Ｌ４ 文・表７～９ うわさ 소문 
1278 Ｌ４ 文・表７～９ かわさきし 川崎・市 固 가와사키 시 
1279 Ｌ４ 文・表７～９ しみん 市民 시민 
1280 Ｌ４ 文・表７～９ しない 市内 시내 
1281 Ｌ４ 文・表７～９ きかく（する） 企画（する） 기획 
1282 Ｌ４ 文・表７～９ エイズウイルス 에이즈 바이러스 
1283 Ｌ４ 文・表７～９ ていこうりょく 抵抗・力 저항력 
1284 Ｌ４ コラム であるたい である・体 (딱딱한)문체 
1285 Ｌ４ コラム ししゅつ（する） 支出（する） 지출 
1286 Ｌ４ コラム おさえる 抑える 억누르다 
1287 Ｌ４ コラム こうきょうき 好況・期 호황기 
1288 Ｌ４ コラム ひりつ 比率 비율 
1289 Ｌ４ コラム めにつく 目につく 慣 눈에 띄다 
1290 Ｌ４ コラム ひがえり（する） 日帰り（する） 당일치기 
1291 Ｌ４ コラム こうらく 行楽 놀음, 소풍 
1292 Ｌ４ コラム ぜんしゃ 前者 전자 
1293 Ｌ４ コラム むじゅん（する） 矛盾（する） 모순 
1294 Ｌ４ コラム こんぽんてき（な） 根本・的（な） 근본적 
1295 Ｌ４ コラム かいぜんさく 改善・策 개선책 
1296 Ｌ４ 接続詞 せいさん（する） 生産（する） 생산 
1297 Ｌ４ 接続詞 あおもりけん 青森・県 固 아오모리 현 
1298 Ｌ４ 接続詞 ながのけん 長野・県 固 나가노 현 
1299 Ｌ４ 接続詞 そつぎょうしき 卒業・式 졸업식 
1300 Ｌ４ 接続詞 こうちょう 校長 교장 
1301 Ｌ４ 接続詞 らいひん 来賓 내빈 
1302 Ｌ４ 接続詞 しゅくじ 祝辞 축사 
1303 Ｌ４ 接続詞 そつぎょうしょうしょ 卒業・証書 졸업증서 
1304 Ｌ４ 接続詞 じゅよ（する） 授与（する） 수여 
1305 Ｌ４ 接続詞 インド 固 인도(국가)  
1306 Ｌ４ 接続詞 フライパン 프라이팬 
1307 Ｌ４ 接続詞 わたくしども 私・ども 우리 
1308 Ｌ４ 接続詞 アイビーエヌ ＩＢＮ 固 아이비엔(고유명사)  
1309 Ｌ４ 接続詞 エヌイーディー ＮＥＤ 固 엔이디(고유명사)
1310 Ｌ４ 接続詞 きしゅ 機種 기종 
1311 Ｌ４ 副詞 かしゅ 歌手 가수 
1312 Ｌ４ 副詞 さかがみ 坂上 固 사카가미(성씨) 
1313 Ｌ４ 副詞 しゅうごう（する） 集合（する） 집합 
1314 Ｌ４ 副詞 ほうどう（する） 報道（する） 보도 
1315 Ｌ４ 副詞 しりょう 資料 자료 
1316 Ｌ４ 副詞 めをとおす 目を通す 慣 들여다보다
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1317 Ｌ４ 副詞 スミス 固 스미스(이름) 
1318 Ｌ４ 作文 たいひ（する） 対比（する） 대비 
1319 Ｌ４ 作文 ピアス 피어싱 
1320 Ｌ４ 作文 かくかぞく 核・家族 핵가족 
1321 Ｌ４ 作文 おもしろさ 재미 
1322 Ｌ４ 作文 ゆうこう（な） 有効（な） 유효 
1323 Ｌ４ 作文 そういてん 相違・点 차이점 
1324 Ｌ４ 作文 おしいれ 押入れ 벽장 
1325 Ｌ４ 作文 しまう 집어넣다 
1326 Ｌ４ 作文 スペース 스페이스 
1327 Ｌ４ 作文 しょうスペース 省・スペース 스페이스 절약 
1328 Ｌ４ 作文 いどう（する） 移動（する 이동 
1329 Ｌ４ 活動 ざつだん（する） 雑談（する） 잡담 
1330 Ｌ４ 活動 いいあう 言い合う 논의하다
1331 Ｌ４ 活動 よかじゅうしは 余暇・重視・派 여가중시파 
1332 Ｌ４ 活動 はなしだす 話し出す 말을 꺼내다 
1333 Ｌ４ 活動 いがい（な） 意外（な） 의외 
1334 Ｌ４ 活動 なんで 副 왜 
1335 Ｌ４ 活動 はたらきざかり 働き盛り 한창 일할 때 
1336 Ｌ４ 活動 せいしょうねん 青少年 청소년 
1337 Ｌ４ 活動 ロシア 固 러시아(국명) 
1338 Ｌ４ 活動 ディスコ 디스코 
1339 Ｌ４ 活動 ぶらぶら 擬 어슬렁어슬렁 
1340 Ｌ４ 活動 えんげい 園芸 원예 
1341 Ｌ４ 活動 しょうりょこう 小・旅行 여행 
1342 Ｌ４ 活動 いっぽうてき（な） 一方・的（な） 일방적 
1343 Ｌ４ 活動 たとえる 예를 들다 
1344 Ｌ４ 活動 たぬき タヌキ 너구리 
1345 Ｌ４ 活動 きつね キツネ 여우 
1346 Ｌ４ 活動 あり アリ 개미 
1347 Ｌ４ 活動 はち ハチ 벌 
1348 Ｌ４ 活動 キャッチボール キャッチ・ボール 캐치볼 
1349 Ｌ４ 活動 ボーリング 볼링 
1350 Ｌ４ 活動 つり 釣り 낚시 
1351 Ｌ４ 活動 わすれもの 忘れ物 분실물 
1352 Ｌ４ 活動 いふく 衣服 의복 
1353 Ｌ４ 活動 そうしょくひん 装飾・品 장식품 
1354 Ｌ４ 活動 こいびと 恋人 연인 
1355 Ｌ４ 活動 けっこんあいて 結婚・相手 결혼상대 
1356 Ｌ４ 活動 ひとがら 人柄 인품 
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1357 Ｌ４ 活動 フィーリング 느낌 
1358 Ｌ４ 活動 けいざいりょく 経済・力 　 경제력 
1359 Ｌ４ 活動 こうどうりょく 行動・力 행동력 
1360 Ｌ４ 活動 ようし 容姿 외모 
1361 Ｌ４ 活動 ほうようりょく 包容・力 포용력 
1362 Ｌ４ 活動 いっち（する） 一致（する） 일치 
1363 Ｌ４ 活動 たのしさ 楽しさ 즐거움 
1364 Ｌ４ 活動 すなおさ 素直さ 솔직함 
1365 Ｌ４ 活動 めいろうさ 明朗さ 명량함 
1366 Ｌ４ 活動 きくばり（する） 気配り（する） 배려 
1367 Ｌ４ 活動 プロポーション 몸매 

1368 Ｌ５ 動機づけ じょうもんじだい 縄文・時代 죠몬시대
1369 Ｌ５ 動機づけ しゅりょう 狩猟 수렵
1370 Ｌ５ 動機づけ さいしゅう（する） 採集（する） 채집
1371 Ｌ５ 動機づけ じょうもんしきどき 縄文・式・土器 죠몬 토기
1372 Ｌ５ 動機づけ やよいじだい 弥生・時代 固 야요이 시대
1373 Ｌ５ 動機づけ しょうこく 小国 소국
1374 Ｌ５ 動機づけ いなさく 稲作 벼농사
1375 Ｌ５ 動機づけ やよいしきどき 弥生・式・土器 야요이식 토기
1376 Ｌ５ 動機づけ まつ 末 　 말
1377 Ｌ５ 動機づけ こふんじだい 古墳・時代 固 고분시대
1378 Ｌ５ 動機づけ あすかじだい 飛鳥・時代 固 아스카 시대
1379 Ｌ５ 動機づけ ヤマトせいけん ヤマト政権 固 야마토 정권
1380 Ｌ５ 動機づけ てんのう 天皇 덴노
1381 Ｌ５ 動機づけ こっか 国家 국가
1382 Ｌ５ 動機づけ ししゃ 使者 사자
1383 Ｌ５ 動機づけ はけん（する） 派遣（する） 파견
1384 Ｌ５ 動機づけ おおく 多く 많은
1385 Ｌ５ 動機づけ こふん 古墳 고분
1386 Ｌ５ 動機づけ つくる 造る 만들다
1387 Ｌ５ 動機づけ しょうとくたいし 聖徳太子 固 쇼토쿠 태자
1388 Ｌ５ 動機づけ ならじだい 奈良・時代 固 나라시대
1389 Ｌ５ 動機づけ へいじょうきょう 平城・京 固 헤이죠쿄
1390 Ｌ５ 動機づけ きぞく 貴族 귀족
1391 Ｌ５ 動機づけ とう 唐 固 당
1392 Ｌ５ 動機づけ たいりくふう 大陸・風 대륙풍
1393 Ｌ５ 動機づけ へいあんじだい 平安・時代 固 헤이안 시대
1394 Ｌ５ 動機づけ へいあんきょう 平安京 固 헤이안쿄
1395 Ｌ５ 動機づけ こくふうぶんか 国風・文化 固 국풍문화

Ｌ５
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1396 Ｌ５ 動機づけ かまくらじだい 鎌倉・時代 固 가마쿠라 시대
1397 Ｌ５ 動機づけ ばくふ 幕府 　 막부
1398 Ｌ５ 動機づけ みなもとのよりとも 源　頼朝 固 미나모토노 요리토모
1399 Ｌ５ 動機づけ むろまちじだい 室町・時代 固 무로마치 시대
1400 Ｌ５ 動機づけ せんごくじだい 戦国・時代 固 전국시대
1401 Ｌ５ 動機づけ キリストきょう キリスト・教 固 기독교
1402 Ｌ５ 動機づけ きんかく 金閣 固 금각사
1403 Ｌ５ 動機づけ ぎんかく 銀閣 固 은각사
1404 Ｌ５ 動機づけ てっぽう 鉄砲 조총
1405 Ｌ５ 動機づけ あしかが　たかうじ 足利　尊氏 固 아시카가 타카우지
1406 Ｌ５ 動機づけ かどう 華道 　 꽂꽂이
1407 Ｌ５ 動機づけ おだ　のぶなが 織田　信長 固 오다 노부나가
1408 Ｌ５ 動機づけ えどじだい 江戸・時代 固 에도 시대
1409 Ｌ５ 動機づけ ちょうにんぶんか 町人・文化 죠닌 문화(서민 문화)
1410 Ｌ５ 動機づけ さかえる 栄える 번영하다
1411 Ｌ５ 動機づけ とくがわ　いえやす 徳川　家康 固 도쿠가와 이에야스
1412 Ｌ５ 動機づけ めいじじだい 明治・時代 固 메이지 시대
1413 Ｌ５ 動機づけ あらためる 改める 개혁하다
1414 Ｌ５ 動機づけ だいにっぽんていこくけんぽう 大日本帝国・憲法 固 대일본제국 헌법
1415 Ｌ５ 動機づけ ぶんめいかいか 文明開化 固 문명개화
1416 Ｌ５ 動機づけ おうふうか（する） 欧風・化（する）  유럽화, 서구화
1417 Ｌ５ 動機づけ たいしょう 大正 固 다이쇼
1418 Ｌ５ 動機づけ しょうわ 昭和 固 쇼와
1419 Ｌ５ 動機づけ へいせい 平成 固 헤이세이
1420 Ｌ５ 動機づけ かんとうだいしんさい 関東・大震災 固 관동 대지진
1421 Ｌ５ 動機づけ だいいちじせかいたいせん 第一次・世界・大戦 固 제1차 세계대전
1422 Ｌ５ 動機づけ ぜんき 前期 전기
1423 Ｌ５ 動機づけ だいにじせかいたいせん 第二次・世界・大戦 固 제2차 세계대전
1424 Ｌ５ 動機づけ たいへいようせんそう 太平洋・戦争 固 태평양 전쟁
1425 Ｌ５ 動機づけ こうき 後期 후기
1426 Ｌ５ 動機づけ にほんこくけんぽう 日本国・憲法 固 일본국 헌법
1427 Ｌ５ 動機づけ こうどけいざいせいちょう 高度・経済・成長 고도 경제성장
1428 Ｌ５ 動機づけ しょうひぜい 消費・税 소비세
1429 Ｌ５ 動機づけ どうにゅう（する） 導入（する） 도입
1430 Ｌ５ 動機づけ ちかてつサリンじけん 地下鉄・サリン・事件 固 지하철 사린가스 사건
1431 Ｌ５ 動機づけ ながのとうきオリンピック 長野・冬季・オリンピック 固 나가노 동계올림픽
1432 Ｌ５ 動機づけ ひがしにほんだいしんさい 東日本・大震災 固 동일본 대지진
1433 Ｌ５ 本文１ うつす 移す 옮기다
1434 Ｌ５ 本文１ へいわ（な） 平和（な） 名/な 평화
1435 Ｌ５ 本文１ ねがう 願う 기원하다
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1436 Ｌ５ 本文１ なづける 名付ける 이름을 붙이다
1437 Ｌ５ 本文１ ちょうあん 長安 固 장안
1438 Ｌ５ 本文１ もする 模する 모방하다
1439 Ｌ５ 本文１ なんぼく 南北 남북
1440 Ｌ５ 本文１ ちょうほうけい 長方・形 직사각형
1441 Ｌ５ 本文１ ごばん 碁盤 바둑판
1442 Ｌ５ 本文１ くかく（する） 区画（する） 구획
1443 Ｌ５ 本文１ おおどおり 大通り 주작대로
1444 Ｌ５ 本文１ やなぎ 柳 버드나무
1445 Ｌ５ 本文１ がいろじゅ 街路樹 가로수
1446 Ｌ５ 本文１ まちなみ 町並み 시가지
1447 Ｌ５ 本文１ ちゅうしんぶ 中心･部 중심부
1448 Ｌ５ 本文１ しょゆう（する） 所有（する） 소유
1449 Ｌ５ 本文１ きばん 基盤 기반
1450 Ｌ５ 本文１ ぜいたく（な） 贅沢（な） 名/な 사치스러움
1451 Ｌ５ 本文１ いとなむ 営む 영위하다
1452 Ｌ５ 本文１ かれい（な） 華麗（な） 화려
1453 Ｌ５ 本文１ なかば 半ば 중반
1454 Ｌ５ 本文１ ぶそう（する） 武装（する） 무장
1455 Ｌ５ 本文１ かたをならべる 肩を並べる 慣 어깨를 견주다
1456 Ｌ５ 本文１ せいじてき（な） 政治・的（な） 정치적
1457 Ｌ５ 本文１ にぎる 握る 쥐다
1458 Ｌ５ 本文１ じょじょに 徐々に 副 서서히
1459 Ｌ５ 本文１ こくりょく 国力 국력
1460 Ｌ５ 本文１ おとろえはじめる 衰え始める 쇠퇴하기 시작하다
1461 Ｌ５ 本文１ かずかず 数々 많은 수의
1462 Ｌ５ 本文１ おかす 冒す (위험을)무릅쓰다 
1463 Ｌ５ 本文１ ていし（する） 停止（する） 정지 
1464 Ｌ５ 本文１ しょうか（する） 消化（する） 소화 
1465 Ｌ５ 本文１ ふうど 風土 풍토 
1466 Ｌ５ 本文１ にほんふう 日本・風 일본풍 
1467 Ｌ５ 本文１ こくふうか（する） 国風・化（する） 국풍화 
1468 Ｌ５ 本文１ かな 仮名 가명 
1469 Ｌ５ 本文１ ひょうき（する） 表記（する） 표기 
1470 Ｌ５ 本文１ ひょうおんもじ 表音・文字 표음문자 
1471 Ｌ５ 本文１ かたちづくる 形作る 형태를 만들다 
1472 Ｌ５ 本文１ げんけい 原型 원형 
1473 Ｌ５ 本文１ たんじょう（する） 誕生（する） 탄생 
1474 Ｌ５ 本文１ かんかく 感覚 감각 
1475 Ｌ５ 本文１ より 副 ~보다 
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
1476 Ｌ５ 本文１ にちじょうてき（な） 日常・的（な） 일상적 
1477 Ｌ５ 本文１ けんちく（する） 建築（する） 건축 
1478 Ｌ５ 本文１ ようしき 様式 양식 
1479 Ｌ５ 本文１ かいが 絵画 회화
1480 Ｌ５ 本文１ くらし 暮らし 생활
1481 Ｌ５ 本文１ およぶ 及ぶ ~에 미치다 
1482 Ｌ５ 本文１ やくにん 役人 공무원 
1483 Ｌ５ 本文１ ねんちゅうぎょうじ 年中・行事 연중 행사 
1484 Ｌ５ 本文１ ぎしき 儀式 의식 
1485 Ｌ５ 本文１ けいしきてき（な） 形式・的（な） 형식적 
1486 Ｌ５ 本文１ はなみ 花見 꽃놀이 
1487 Ｌ５ 本文１ もみじがり 紅葉・狩り 단풍놀이 
1488 Ｌ５ 本文１ けいたい 形態 형태 
1489 Ｌ５ 本文１ いっぷたさいせい 一夫多妻・制 일부다처제 
1490 Ｌ５ 本文１ かよいこん 通い・婚 서로의 집을 왕래하는 결혼
1491 Ｌ５ 本文１ ふね 舟 배
1492 Ｌ５ 本文１ うかべる 浮かべる 띄우다
1493 Ｌ５ 本文１ だいていたく 大・邸宅 대저택
1494 Ｌ５ 本文１ ゆうえん 遊宴 연회
1495 Ｌ５ 本文１ もよおす 催す 주최하다
1496 Ｌ５ 本文１ がっき 楽器 악기
1497 Ｌ５ 本文１ えんそう（する） 演奏（する） 연주
1498 Ｌ５ 本文１ しょみん 庶民 서민
1499 Ｌ５ 本文１ かけはなれる かけ離れる 동떨어지다
1500 Ｌ５ 本文１ ゆうが（な） 優雅（な） 우아
1501 Ｌ５ 本文１ めいしん 迷信 미신
1502 Ｌ５ 本文１ うらない 占い 점
1503 Ｌ５ 本文１ こよみ 暦 달력
1504 Ｌ５ 本文１ さゆうする 左右する 좌우
1505 Ｌ５ 本文１ にちじょう 日常 일상
1506 Ｌ５ 本文１ くらす 暮らす 생활하다
1507 Ｌ５ 本文１ わざわい 災い 재해
1508 Ｌ５ 本文１ れい 霊 령
1509 Ｌ５ 本文１ じんじゃ 神社 신사
1510 Ｌ５ 本文１ じいん 寺院 사원
1511 Ｌ５ 本文１ たびたび 副 자주
1512 Ｌ５ 本文１ かみ 神 신
1513 Ｌ５ 本文１ ほとけ 仏 부처
1514 Ｌ５ 本文１ いのる 祈る 기도하다
1515 Ｌ５ 文・表１～３ きゅうびょう 急病 갑작스러운 병
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1516 Ｌ５ 文・表１～３ かちょう 課長 과장
1517 Ｌ５ 文・表１～３ きねん（する） 記念（する） 기념
1518 Ｌ５ 文・表１～３ がいむだいじん 外務･大臣 외무대신(외무부장관)
1519 Ｌ５ 文・表１～３ えんぜつ（する） 演説（する） 연설
1520 Ｌ５ 文・表１～３ たんとう（する） 担当（する） 담당
1521 Ｌ５ 文・表１～３ よしおか 吉岡 固 요시오카(성씨)
1522 Ｌ５ 文・表１～３ ふざい 不在 부재
1523 Ｌ５ 文・表１～３ けんきゅうじょ 研究・所 연구소
1524 Ｌ５ 文・表１～３ げんしりょく 原子・力 원자력
1525 Ｌ５ 文・表１～３ けんきゅう（する） 研究（する） 연구
1526 Ｌ５ 文・表１～３ ためる 저금하다
1527 Ｌ５ 文・表１～３ （３）しょく （３）食 끼니(식사)
1528 Ｌ５ 文・表１～３ しょくひ 食費 식비
1529 Ｌ５ 文・表１～３ けずる 削る 줄이다
1530 Ｌ５ 文・表１～３ しおくり（する） 仕送り（する） (돈등을) 보내다
1531 Ｌ５ 文・表１～３ おやこうこう（な）（する） 親・孝行（な）（する） 효도하다
1532 Ｌ５ 文・表１～３ てつや（する） 徹夜（する） 철야
1533 Ｌ５ 文・表１～３ つらぬく 貫く 관철하다
1534 Ｌ５ 文・表１～３ かんきょう 環境 환경
1535 Ｌ５ 文・表１～３ ついきゅう（する） 追求（する） 추구
1536 Ｌ５ 文・表１～３ じんるい 人類 인류
1537 Ｌ５ 文・表１～３ とうちゃく（する） 到着（する） 도착
1538 Ｌ５ 文・表１～３ あやまる 謝る 사과하다
1539 Ｌ５ 文・表１～３ ものわすれ（する） 物忘れ（する） 물건을 잊어버리는 것
1540 Ｌ５ 文・表１～３ はんせい（する） 反省（する） 반성
1541 Ｌ５ 活動 しつれい（な）（する） 失礼（な）（する） 名/な 실례
1542 Ｌ５ 活動 ほろびる 滅びる 멸망하다
1543 Ｌ５ 活動 けんりょく 権力 권력
1544 Ｌ５ 活動 さよう（する） 作用（する） 작용
1545 Ｌ５ 活動 にほんま 日本・間 일본식 방
1546 Ｌ５ 活動 しょうめん 正面 정면
1547 Ｌ５ 活動 たな 棚 단
1548 Ｌ５ 活動 でいり（する） 出入り（する） 출입
1549 Ｌ５ 活動 しきる 仕切る (구간등을)나누다
1550 Ｌ５ 活動 しっけ 湿気 습기
1551 Ｌ５ 活動 じょうしきてき（な） 常識・的（な） 상식적
1552 Ｌ５ 活動 ききもらす 聞きもらす 못 듣고 놓치다
1553 Ｌ５ 活動 ききとる 聞き取る 듣고 이해하다
1554 Ｌ５ 本文２ ほんやく（する） 翻訳（する） 번역
1555 Ｌ５ 本文２ フルヘッヘンド 훌 헷헨드
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1556 Ｌ５ 本文２ （さん）だい （三）代 (3)대
1557 Ｌ５ 本文２ しょうぐん 将軍 쇼군
1558 Ｌ５ 本文２ とくがわ　いえみつ 徳川　家光 固 도쿠가와 이에미쓰
1559 Ｌ５ 本文２ せっしょく（する） 接触（する） 접촉
1560 Ｌ５ 本文２ ごく 副 매우
1561 Ｌ５ 本文２ のぞく 除く 제거하다
1562 Ｌ５ 本文２ たつ 絶つ 끊다
1563 Ｌ５ 本文２ じょうせい 情勢 정세
1564 Ｌ５ 本文２ がくもん 学問 학문
1565 Ｌ５ 本文２ すぎた　げんぱく 杉田　玄白 固 스기타 겐바쿠
1566 Ｌ５ 本文２ かいぼうしょ 解剖･書 해부서
1567 Ｌ５ 本文２ ターヘルアナトミア 固 타헬 아나토미아
1568 Ｌ５ 本文２ てにいれる 手に入れる 慣 손에 넣다
1569 Ｌ５ 本文２ さっぱり 副 역시
1570 Ｌ５ 本文２ おおいに 大いに 副 너무나
1571 Ｌ５ 本文２ つうよう（する） 通用（する） 통용
1572 Ｌ５ 本文２ でんらい（する） 伝来（する） 전래
1573 Ｌ５ 本文２ いがくしょ 医学・書 의학서
1574 Ｌ５ 本文２ あきらか（な） 明らか（な） 명백히
1575 Ｌ５ 本文２ しけい 死刑 사형
1576 Ｌ５ 本文２ ふわけ（する） 腑分け（する） 해부(옛날 일본어)
1577 Ｌ５ 本文２ かいぼう（する） 解剖（する） 해부
1578 Ｌ５ 本文２ しらせ 知らせ 소식
1579 Ｌ５ 本文２ しんぎ 真偽 진위
1580 Ｌ５ 本文２ たしかめる 確かめる 확인하다
1581 Ｌ５ 本文２ またとない 두 번 다시 없다
1582 Ｌ５ 本文２ かおみしり 顔見知り 안면이 있는 사람
1583 Ｌ５ 本文２ まえの　りょうたく 前野　良沢 固 마에노 료타쿠
1584 Ｌ５ 本文２ いさむ 勇む 용기를 내다
1585 Ｌ５ 本文２ したい 死体 시체
1586 Ｌ５ 本文２ みくらべる 見比べる 비교하다
1587 Ｌ５ 本文２ せいかくさ 正確さ 정확도
1588 Ｌ５ 本文２ じっしょう（する） 実証（する） 실증
1589 Ｌ５ 本文２ なさけない 情けない 한심하다
1590 Ｌ５ 本文２ びょうにん 病人 환자
1591 Ｌ５ 本文２ ないぶ 内部 내부
1592 Ｌ５ 本文２ まったく 副 완전히
1593 Ｌ５ 本文２ おろかさ 愚かさ 멍청함
1594 Ｌ５ 本文２ みちしるべ 道しるべ 길잡이
1595 Ｌ５ 本文２ さっそく 早速 副 제빨리
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1596 Ｌ５ 本文２ てをつける 手をつける 慣 손을 대다
1597 Ｌ５ 本文２ たやすい 간단하다
1598 Ｌ５ 本文２ だいいち 第一 副 첫 번째로
1599 Ｌ５ 本文２ ━ら ~들
1600 Ｌ５ 本文２ えだ 枝 가지
1601 Ｌ５ 本文２ きりとる 切り取る 잘라내다
1602 Ｌ５ 本文２ にわ 庭 정원
1603 Ｌ５ 本文２ きりくち 切り口 잘라낸 곳
1604 Ｌ５ 本文２ やくぶん 訳文 번역문
1605 Ｌ５ 本文２ かいたいしんしょ 解体新書 固 해체신서
1606 Ｌ５ 本文２ くしん（する） 苦心(する） 고생
1607 Ｌ５ 本文２ けっしょう（する） 結晶（する） 결정
1608 Ｌ５ 本文２ らんがく 蘭学 난학
1609 Ｌ５ 本文２ しんこう（する） 振興（する） 진흥
1610 Ｌ５ 本文２ しゅっぱつてん 出発・点 출발점
1611 Ｌ５ 本文２ かてい 過程 과정
1612 Ｌ５ 本文２ なさけなさ 情けなさ 한심함
1613 Ｌ５ 本文２ なしとげる 成し遂げる 완수하다
1614 Ｌ５ 文・表４～７ れんぞく（する） 連続（する） 연속
1615 Ｌ５ 文・表４～７ ほうか（する） 放火（する） 방화
1616 Ｌ５ 文・表４～７ せんぷうき 扇風機 선풍기
1617 Ｌ５ 文・表４～７ にゅうがくしき 入学・式 입학식
1618 Ｌ５ 文・表４～７ せんじつ 前日 전날
1619 Ｌ５ 文・表４～７ たいしょう 大賞 대상
1620 Ｌ５ 文・表４～７ うれしさ 기쁨
1621 Ｌ５ 文・表４～７ さいこん（する） 再婚（する） 재혼
1622 Ｌ５ 文・表４～７ いいだす 言い出す 말을 꺼내다
1623 Ｌ５ 文・表４～７ こわす 壊す (몸을)망치다
1624 Ｌ５ 文・表４～７ ジャンボ（な） 　 점보
1625 Ｌ５ 文・表４～７ しょうきん 賞金 상금
1626 Ｌ５ 文・表４～７ きんがく 金額 금액
1627 Ｌ５ 文・表４～７ ぐったり 擬 추욱
1628 Ｌ５ 文・表４～７ つうち（する） 通知（する） 통지
1629 Ｌ５ 文・表４～７ いちじ 一時 名/副 일시
1630 Ｌ５ 文・表４～７ ぎん 銀 은
1631 Ｌ５ 文・表４～７ メダル 메달
1632 Ｌ５ 文・表４～７ ひとしお 副 각별한
1633 Ｌ５ 文・表４～７ ていど 程度 정도
1634 Ｌ５ 文・表４～７ ダンス（する） 댄스
1635 Ｌ５ 文・表４～７ あまみや 雨宮 固 아마미야(성씨)
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
1636 Ｌ５ 文・表４～７ さわぐち 沢口 固 사와구치(성씨)
1637 Ｌ５ 文・表４～７ はら 原 固 하라(성씨)
1638 Ｌ５ 文・表４～７ いまごろ 今頃 이맘 때
1639 Ｌ５ 文・表４～７ あたりまえ（な/の） 当り前（な/の） 당연
1640 Ｌ５ コラム かんようく 慣用句   관용구
1641 Ｌ５ コラム ゲームソフト ゲーム・ソフト 게임 소프트
1642 Ｌ５ コラム さかや 酒屋  술집
1643 Ｌ５ コラム てがたりない 手が足りない 慣 손이 부족하다
1644 Ｌ５ コラム てにつかない 手につかない 慣 (뭐든)손에 안 잡힌다
1645 Ｌ５ コラム てをきる 手を切る 慣 연을 끊다
1646 Ｌ５ コラム てをぬく 手を抜く 慣 일을 대충하다
1647 Ｌ５ コラム てをつくす 手を尽くす 慣 가능한 모든 수단을 쓰다
1648 Ｌ５ コラム ひとで 人手 일손
1649 Ｌ５ 接続詞 がいこう 外交 외교
1650 Ｌ５ 接続詞 せいさく 政策 정책
1651 Ｌ５ 接続詞 いせき 遺跡 유적
1652 Ｌ５ 接続詞 はっくつ（する） 発掘（する） 발굴
1653 Ｌ５ 接続詞 なぞ 謎 수수께끼
1654 Ｌ５ 接続詞 かいめい（する） 解明（する） 해명
1655 Ｌ５ 接続詞 てんねん 天然 천연
1656 Ｌ５ 接続詞 めぐまれる 恵まれる 축복받다
1657 Ｌ５ 接続詞 コンテスト 콘테스트
1658 Ｌ５ 接続詞 ━ない ━内 ~안에서
1659 Ｌ５ 接続詞 マリー 固 마리(이름)
1660 Ｌ５ 副詞 ほご（する） 保護（する） 보호
1661 Ｌ５ 副詞 ねんこうじょれつせい 年功・序列・制 연공서열
1662 Ｌ５ 副詞 くずれる 崩れる 무너지다
1663 Ｌ５ 副詞 こうひんしつ 高・品質 고품질
1664 Ｌ５ 副詞 こうえい（な） 光栄（な） 名/な 영광
1665 Ｌ５ 副詞 いっそう 一層 副 더욱
1666 Ｌ５ 副詞 ちり 地理 지리
1667 Ｌ５ 副詞 てんさい 天才 천재
1668 Ｌ５ 副詞 じんたい 人体 인체
1669 Ｌ５ 副詞 ゆうがい（な） 有害（な） 名/な 유해
1670 Ｌ５ 副詞 じゅうぶん（な） 十分（な） 副/な 충분
1671 Ｌ５ 副詞 つれる 釣れる (잘)낚이다
1672 Ｌ５ 副詞 さいとう 斎藤 固 사이토(성씨)
1673 Ｌ５ 副詞 じこ 自己 자기
1674 Ｌ５ 副詞 こうしん（する） 更新（する） 갱신
1675 Ｌ５ 副詞 てぐち 手口 수법
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番号 課 提出箇所 読み 漢字 品詞 韓国語
1676 Ｌ５ 副詞 どういつじんぶつ 同一・人物 동일인물
1677 Ｌ５ 副詞 はんこう 犯行 범행
1678 Ｌ５ 副詞 ひこう 非行 비행
1679 Ｌ５ 副詞 かてい 家庭 가정
1680 Ｌ５ 副詞 たどりつく たどり着く (겨우)도착하다
1681 Ｌ５ 副詞 おば 叔母 숙모
1682 Ｌ５ 副詞 まんねんひつ 万年筆 만년필
1683 Ｌ５ 副詞 こうか（な） 高価（な） 고가
1684 Ｌ５ 副詞 ダブルス 2인 경기
1685 Ｌ５ 副詞 ラケット 라켓
1686 Ｌ５ 副詞 ぼうねんかい 忘年・会 망년회
1687 Ｌ５ 副詞 かとう 加藤 固 가토(성씨)
1688 Ｌ５ 副詞 まね（する） 흉내
1689 Ｌ５ 副詞 はで（な） 派手（な） 名/な 화려
1690 Ｌ５ 副詞 しんぞく 親族 친족
1691 Ｌ５ 副詞 まねく 招く 초대하다
1692 Ｌ５ 副詞 ささやか（な） 작은
1693 Ｌ５ 副詞 きまつ 期末 기말
1694 Ｌ５ 副詞 ふくし 福祉 복지
1695 Ｌ５ 副詞 けいかく（する） 計画（する） 계획
1696 Ｌ５ 副詞 ブランド 브랜드
1697 Ｌ５ 副詞 けんさ（する） 検査（する） 검사
1698 Ｌ５ 副詞 かん 缶 캔
1699 Ｌ５ 副詞 ちらかす 散らかす 어지럽히다
1700 Ｌ５ 副詞 せんしゅけん 選手権 선수권
1701 Ｌ５ 作文 ゆうめいじん 有名・人 유명인
1702 Ｌ５ 作文 れきしじょう 歴史・上 역사상
1703 Ｌ５ 作文 おおおか　ただすけ 大岡　忠相 固 오오카 타다스케(인명)
1704 Ｌ５ 作文 まちぶぎょう 町・奉行 에도 시대 관리중 하나
1705 Ｌ５ 作文 さいばんかん 裁判・官 재판관
1706 Ｌ５ 作文 しんり 心理 심리
1707 Ｌ５ 作文 せいぎかん 正義・感 정의감
1708 Ｌ５ 作文 ゆうのう（な） 有能（な） 유능
1709 Ｌ５ 作文 めぐる (~둘러싼)
1710 Ｌ５ 作文 あらそう 争う 다투다
1711 Ｌ５ 作文 ひっぱりあう 引っ張り合う (서로)잡아당기다
1712 Ｌ５ 作文 いたがる 痛がる 아파하다
1713 Ｌ５ 作文 はなす 放す 놓아주다
1714 Ｌ５ 作文 へいき（な） 平気（な） 名/な 평온
1715 Ｌ５ 作文 ほう 　 ~편
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1716 Ｌ５ 作文 こそ 助 ~이야말로
1717 Ｌ５ 作文 くるしむ 苦しむ 고통받다
1718 Ｌ５ 作文 めいさいばん 名・裁判 명재판
1719 Ｌ５ 作文 ちちおや 父親 아버지
1720 Ｌ５ 作文 ゆうき 勇気 용기
1721 Ｌ５ 作文 ほめる 칭찬하다
1722 Ｌ５ 作文 こめや 米屋 쌀가게
1723 Ｌ５ 作文 なかでも 中でも 副 그 중에서도
1724 Ｌ５ 作文 さんなん 三男 3번째 아들
1725 Ｌ５ 作文 かわいがる 可愛がる 귀여워하다
1726 Ｌ５ 作文 のぞみ 望み 바라다
1727 Ｌ５ 作文 かなえる 이루다
1728 Ｌ５ 作文 ちょうなん 長男 장남
1729 Ｌ５ 作文 じなん 次男 차남
1730 Ｌ５ 作文 がまん（する） 我慢（する） 인내
1731 Ｌ５ 作文 もんく 文句 불평
1732 Ｌ５ 作文 ながつづき（する） 長続き（する） 계속되다
1733 Ｌ５ 作文 つぐ 継ぐ 잇다
1734 Ｌ５ 作文 つぶす 망하게 하다
1735 Ｌ５ 作文 そうしき 葬式 장례식
1736 Ｌ５ 作文 ぼち 墓地 묘지
1737 Ｌ５ 作文 しょうばい 商売（する） 상업
1738 Ｌ５ 作文 がくしゃ 学者 학자
1739 Ｌ５ 作文 むすびつき　 結びつき 연관

1740 Ｌ６ 動機づけ かつお 鰹 가쓰오(가다랑어)
1741 Ｌ６ 動機づけ いわし 鰯 정어리
1742 Ｌ６ 動機づけ さば 鯖 고등어
1743 Ｌ６ 動機づけ たら 鱈 대구
1744 Ｌ６ 動機づけ み 身 살
1745 Ｌ６ 動機づけ ほす 干す 말리다
1746 Ｌ６ 動機づけ あじ 전갱이
1747 Ｌ６ 動機づけ たこ 문어
1748 Ｌ６ 動機づけ さんま 꽁치
1749 Ｌ６ 動機づけ たい 도미
1750 Ｌ６ 動機づけ うに 성게
1751 Ｌ６ 動機づけ ふぐ 복어
1752 Ｌ６ 動機づけ ひらめ 넙치
1753 Ｌ６ 動機づけ えび 새우
1754 Ｌ６ 動機づけ ほたてがい ほたて貝 가리비

Ｌ６
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1755 Ｌ６ 本文１ エスキモー 에스키모(이누에트)
1756 Ｌ６ 本文１ いいまわし 言い回し 표현
1757 Ｌ６ 本文１ こさめ 小雨 가랑비
1758 Ｌ６ 本文１ ながあめ 長雨 장마
1759 Ｌ６ 本文１ しぐれ 時雨 늦가을에 오는 비
1760 Ｌ６ 本文１ はるさめ 春雨 봄에 오는 비
1761 Ｌ６ 本文１ さみだれ 五月雨 초여름에 오는 비
1762 Ｌ６ 本文１ ゆうだち 夕立 소나기
1763 Ｌ６ 本文１ きつねのよめいり 狐の嫁入り 여우비
1764 Ｌ６ 本文１ てんきあめ 天気雨 구름이 개어도 내리는 비
1765 Ｌ６ 本文１ しとしと 擬 촉촉히
1766 Ｌ６ 本文１ しょぼしょぼ 擬 부슬부슬
1767 Ｌ６ 本文１ ぽつぽつ 擬 툭툭
1768 Ｌ６ 本文１ ぱらぱら 擬 호드득호드득
1769 Ｌ６ 本文１ びみょう（な） 微妙（な） 미묘
1770 Ｌ６ 本文１ ふぜい 風情 정서
1771 Ｌ６ 本文１ アラビアご アラビア・語 아라비아 어
1772 Ｌ６ 本文１ らくだ ラクダ 낙타
1773 Ｌ６ 本文１ アラブ 固 아랍
1774 Ｌ６ 本文１ ざいさん 財産 재산
1775 Ｌ６ 本文１ どうよう（な/の） 同様（な/の） 같은 것
1776 Ｌ６ 本文１ ゆうぼくみん 遊牧・民 유목민
1777 Ｌ６ 本文１ モンゴルご モンゴル・語 몽골어
1778 Ｌ６ 本文１ ごい 語彙 어휘
1779 Ｌ６ 本文１ ほうふ（な） 豊富（な） 퐁부
1780 Ｌ６ 本文１ めす 雌 암컷
1781 Ｌ６ 本文１ おす 雄 수컷
1782 Ｌ６ 本文１ モンゴル 固 몽골
1783 Ｌ６ 本文１ たぐい 類 종류
1784 Ｌ６ 本文１ かちく 家畜 가축
1785 Ｌ６ 本文１ こうま 子・馬 망아지
1786 Ｌ６ 本文１ くべつ（する） 区別（する） 구별
1787 Ｌ６ 本文１ ひってき（する） 匹敵（する） 필적
1788 Ｌ６ 本文１ はまち ハマチ 방어의 새끼
1789 Ｌ６ 本文１ めじろ メジロ 중간 사이즈 방어
1790 Ｌ６ 本文１ ぶり ブリ 다 큰 방어
1791 Ｌ６ 本文１ な 名 이름
1792 Ｌ６ 本文１ ふるく 古く 오래
1793 Ｌ６ 本文１ ぎょぎょう 漁業 어업
1794 Ｌ６ 本文１ ━ならでは ~만에
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1795 Ｌ６ 本文１ かんわじてん 漢和・辞典 한일 자전
1796 Ｌ６ 本文１ ぶしゅ 部首 부수
1797 Ｌ６ 本文１ さかなへん 魚・偏 물고기 어 변
1798 Ｌ６ 本文１ つくりだす 作り出す 만들어내다
1799 Ｌ６ 本文１ こくじ 国字 일본한자
1800 Ｌ６ 本文１ はっそう（する） 発想（する） 발상
1801 Ｌ６ 本文１ みっせつ（な） 密接（な） 名/な 밀접
1802 Ｌ６ 本文１ にょじつ（に） 如実（に） 名/副 여실
1803 Ｌ６ 本文１ はんえい（する） 反映（する） 반영
1804 Ｌ６ 文・表１～５ サウジアラビア 固 사우디아라비아
1805 Ｌ６ 文・表１～５ くにぐに 国々 나라들
1806 Ｌ６ 文・表１～５ とぼしい 乏しい 부족하다
1807 Ｌ６ 文・表１～５ ユーフォー ＵＦＯ 유에프오
1808 Ｌ６ 文・表１～５ じつざい（する） 実在（する） 실재
1809 Ｌ６ 文・表１～５ シベリアちほう シベリア・地方 固 시베리아
1810 Ｌ６ 文・表１～５ かがくしゃ 科学・者 과학자
1811 Ｌ６ 文・表１～５ おおう 覆う 덮다
1812 Ｌ６ 文・表１～５ むちこく 無・遅刻 무지각
1813 Ｌ６ 文・表１～５ むけっせき 無・欠席 무결석
1814 Ｌ６ 文・表１～５ しき 四季 사계절
1815 Ｌ６ 文・表１～５ かぞくあい 家族・愛 가족애
1816 Ｌ６ 文・表１～５ いくじ 育児 육아
1817 Ｌ６ 文・表１～５ きたえる 鍛える 단련하다
1818 Ｌ６ 文・表１～５ すこしも 少しも 副 적어도
1819 Ｌ６ 文・表１～５ あしこし 足腰 발목
1820 Ｌ６ 文・表１～５ しょくせいかつ 食・生活 식생활
1821 Ｌ６ 文・表１～５ たいかく 体格 체격
1822 Ｌ６ 文・表１～５ ふうふげんか（する） 夫婦・げんか（する） 부부싸움
1823 Ｌ６ 文・表１～５ やまみち 山・道 산길
1824 Ｌ６ 文・表１～５ ゆるやか（な） 緩やか（な） 완만한
1825 Ｌ６ 文・表１～５ きつい 가파르다
1826 Ｌ６ 文・表１～５ ほんかん 本館 본관
1827 Ｌ６ 文・表１～５ オリエンテーション 오리엔테이션
1828 Ｌ６ 文・表１～５ グリムどうわ グリム・童話 固 그림 동화
1829 Ｌ６ 文・表１～５ げんごがく 言語・学 언어학
1830 Ｌ６ 文・表１～５ ぎょうせき 業績 업적
1831 Ｌ６ 文・表１～５ げんしじだい 原始・時代 固 메이지 시대
1832 Ｌ６ 文・表１～５ のみ 助 ~만
1833 Ｌ６ 文・表１～５ いきのこりる 生き残る 살아남다
1834 Ｌ６ コラム じっと 擬 가만히
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1835 Ｌ６ コラム げらげら 擬 껄껄
1836 Ｌ６ コラム しくしく 擬 훌쩍훌쩍
1837 Ｌ６ コラム ふらふら 擬 흔들흔들
1838 Ｌ６ コラム ぱくぱく 擬 덥석덥석
1839 Ｌ６ コラム ビリビリ 擬 쭉쭉
1840 Ｌ６ コラム ぺちゃくちゃ 擬 씩둑씩둑
1841 Ｌ６ コラム ぴかぴか 擬 번쩍번쩍
1842 Ｌ６ コラム びっしょり 擬 흠뻑
1843 Ｌ６ コラム からから 擬 대그락대그락
1844 Ｌ６ コラム さっぱり 擬 깔끔
1845 Ｌ６ コラム ほっと 擬 휴~
1846 Ｌ６ コラム しょんぼり 擬 (기운이 없어)추욱
1847 Ｌ６ コラム めちゃくちゃ 擬 엉망진창
1848 Ｌ６ コラム くたくた 擬 흐물흐물
1849 Ｌ６ コラム くしゃくしゃ 擬 쭈글쭈글
1850 Ｌ６ コラム ぺこぺこ 擬 꼬르륵
1851 Ｌ６ コラム ばらばら 擬 뿔뿔이
1852 Ｌ６ 作文 しぼる 絞る 쥐어짜다
1853 Ｌ６ 作文 れんそう（する） 連想（する） 연상
1854 Ｌ６ 作文 きりすてる 切り捨てる 잘라버리다
1855 Ｌ６ 作文 けんそん（する） 謙遜（する） 겸손
1856 Ｌ６ 作文 こくみんせい 国民・性 국민성
1857 Ｌ６ 聴解 ゆらい（する） 由来（する） 유래
1858 Ｌ６ 聴解 レベル 레벨
1859 Ｌ６ 聴解 やくしゃ 役者 연기자
1860 Ｌ６ 聴解 でまえ（する） 出前（する） 배달
1861 Ｌ６ 聴解 いしだ 石田 固 이시다(성씨)
1862 Ｌ６ 聴解 ━ち ~집
1863 Ｌ６ 聴解 ちゃわん 茶碗 밥그릇
1864 Ｌ６ 本文２ だるま 달마인형
1865 Ｌ６ 本文２ だるま 達磨 固 달마대사
1866 Ｌ６ 本文２ せいぼつねん 生･没・年 생몰년도
1867 Ｌ６ 本文２ ふしょう 不詳 미상
1868 Ｌ６ 本文２ インドめい インド・名 인도이름
1869 Ｌ６ 本文２ ボーディダルマ 固 보디 달마
1870 Ｌ６ 本文２ ぜんしゅう 禅・宗 선종
1871 Ｌ６ 本文２ そうりょ 僧侶 승려
1872 Ｌ６ 本文２ ぜん 禅 선(불교관련 용어)
1873 Ｌ６ 本文２ ごろく 語録 어록
1874 Ｌ６ 本文２ ふめい（な） 不明（な） 名/な 불명
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1875 Ｌ６ 本文２ じつぞう 実像 실상
1876 Ｌ６ 本文２ ばんねん 晩年 만년
1877 Ｌ６ 本文２ しょうりんじ 少林・寺 固 소림사
1878 Ｌ６ 本文２ こうさい（する） 交際（する） 교제
1879 Ｌ６ 本文２ ざぜん 座禅 좌선
1880 Ｌ６ 本文２ おしえ 教え 가르침
1881 Ｌ６ 本文２ でし 弟子 제자
1882 Ｌ６ 本文２ ぜんもんどう 禅・問答 선문답
1883 Ｌ６ 本文２ どうか 副 부디
1884 Ｌ６ 本文２ きみ 君 네, 너, 그대
1885 Ｌ６ 本文２ ひとつ 副 하나
1886 Ｌ６ 本文２ おれ 俺 나(거친 표현)
1887 Ｌ６ 本文２ もんどう（する） 問答（する） 문답
1888 Ｌ６ 本文２ でんせつ 伝説 전설
1889 Ｌ６ 本文２ ざぜんすがた 座禅・姿 가부좌 자세
1890 Ｌ６ 本文２ えんぎもの 縁起・物 복을 불러오는 물건
1891 Ｌ６ 本文２ おもり 重り 무게추
1892 Ｌ６ 本文２ おきあがりこぼし 起き上がりこぼし 오뚝이
1893 Ｌ６ 本文２ いっしゅ 一種 일종
1894 Ｌ６ 本文２ がんぐ 玩具 장난감, 완구
1895 Ｌ６ 本文２ もちいる 用いる 사용하다
1896 Ｌ６ 本文２ もっとも 最も 副 가장
1897 Ｌ６ 本文２ おきあがる 起き上がる 일어나다
1898 Ｌ６ 本文２ ほうさく 豊作 풍년
1899 Ｌ６ 本文２ たいりょう 大漁 풍어
1900 Ｌ６ 本文２ はんじょう（する） 繁盛（する） 번성
1901 Ｌ６ 本文２ ななころびやおき 七転び八起き 慣 칠전팔기
1902 Ｌ６ 本文２ ふきゅう（する） 普及（する） 보급, 확산
1903 Ｌ６ 本文２ さいまつ 歳末 년말
1904 Ｌ６ 本文２ だるまいち だるま・市 달마 시장
1905 Ｌ６ 本文２ かたほう 片方 한 쪽
1906 Ｌ６ 本文２ かきいれる かき入れる 그려넣다
1907 Ｌ６ 本文２ のこり 残り 남은 것
1908 Ｌ６ 本文２ いわう 祝う 축하하다
1909 Ｌ６ 本文２ ふうしゅう 風習 풍습
1910 Ｌ６ 本文２ こんにち 今日 오늘날
1911 Ｌ６ 本文２ とうせん（する） 当選（する） 당선
1912 Ｌ６ 本文２ こうけい 光景 광경
1913 Ｌ６ 本文２ じてん 事典 사전
1914 Ｌ６ 本文２ かざる 飾る 장식하다
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1915 Ｌ６ 文・表６～９ きせきてき（な） 奇跡・的（な） 기적적
1916 Ｌ６ 文・表６～９ かいふく（する） 回復（する） 회복
1917 Ｌ６ 文・表６～９ エジソン 固 에디슨
1918 Ｌ６ 文・表６～９ ちくおんき 蓄音機 축음기
1919 Ｌ６ 文・表６～９ はつめいおう 発明・王 발명왕
1920 Ｌ６ 文・表６～９ やつどき 八つ・時 (옛날 시각으로) 오후 2시
1921 Ｌ６ 文・表６～９ かんしょく（する） 間食（する） 식사와 식사 사이에 먹는 것
1922 Ｌ６ 文・表６～９ おやつ 간식
1923 Ｌ６ 文・表６～９ まくのうちべんとう 幕の内・弁当 마쿠노우치 도시락
1924 Ｌ６ 文・表６～９ まく 幕 막
1925 Ｌ６ 文・表６～９ シェフ 쉐프
1926 Ｌ６ 文・表６～９ ばば 馬場 固 바바(성씨)
1927 Ｌ６ 文・表６～９ ものしりはかせ 物知り・博士 척척박사
1928 Ｌ６ 文・表６～９ グレープフルーツ 자몽
1929 Ｌ６ 文・表６～９ グレープ　 포도
1930 Ｌ６ 文・表６～９ み 実 과실
1931 Ｌ６ 文・表６～９ なかま 仲間 동료
1932 Ｌ６ 文・表６～９ わかれる 別れる 이별하다
1933 Ｌ６ 文・表６～９ さびしさ 寂しさ 외로움
1934 Ｌ６ 文・表６～９ げんりょう（する） 減量(する) 감량
1935 Ｌ６ 文・表６～９ すいしん（する） 推進（する） 추진
1936 Ｌ６ 文・表６～９ じゅみょう 寿命 수명
1937 Ｌ６ 文・表６～９ のびる 延びる 늘어나다
1938 Ｌ６ 文・表６～９ きんえんせき 禁煙・席 금연석
1939 Ｌ６ 文・表６～９ きぼう（する） 希望（する） 희망
1940 Ｌ６ 文・表６～９ もうしでる 申し出る 제안하다
1941 Ｌ６ 文・表６～９ ひじょう（な） 非常（な） 名/な 비상
1942 Ｌ６ 文・表６～９ ハンドル 핸들
1943 Ｌ６ 文・表６～９ てまえ 手前 코 앞
1944 Ｌ６ 文・表６～９ ブランドひん ブランド・品 브랜드 상품
1945 Ｌ６ 文・表６～９ しゅっこく（する） 出国（する） 출국
1946 Ｌ６ 文・表６～９ しんこくしょ 申告・書 신고서
1947 Ｌ６ 文・表６～９ きにゅう（する） 記入（する） 기입
1948 Ｌ６ 文・表６～９ かぜい（する） 課税（する） 과세
1949 Ｌ６ 文・表６～９ だいきぼ（な） 大規模（な） 대규모
1950 Ｌ６ 文・表６～９ およぼす 及ぼす (영향을)끼치다
1951 Ｌ６ 接続詞 そそぐ 注ぐ (~을)쏟다
1952 Ｌ６ 接続詞 そだてる 育てる 키우다
1953 Ｌ６ 接続詞 しょうたいじょう 招待・状 초대장
1954 Ｌ６ 接続詞 へんしんよう 返信・用 답장용
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1955 Ｌ６ 接続詞 にじゅうせん 二重・線 두 줄
1956 Ｌ６ 接続詞 ごほうめい 御・芳名 존함
1957 Ｌ６ 接続詞 かきかえる 書き換える 다시 쓰다
1958 Ｌ６ 接続詞 おうぼしゃ 応募・者 응모자
1959 Ｌ６ 接続詞 きねんひん 記念・品 기념품
1960 Ｌ６ 接続詞 さしあげる 差し上げる 드리다
1961 Ｌ６ 接続詞 とくせい 特製 특제
1962 Ｌ６ 接続詞 クッキー 쿠키
1963 Ｌ６ 接続詞 きじ 生地 원단
1964 Ｌ６ 接続詞 ココア 코코아
1965 Ｌ６ 接続詞 まぜる 混ぜる 섞다
1966 Ｌ６ 接続詞 ぬく 抜く 빼다
1967 Ｌ６ 接続詞 オーブン 오븐
1968 Ｌ６ 接続詞 できあがり 出来上がり 완성된 것
1969 Ｌ６ 接続詞 アーモンド 아몬드
1970 Ｌ６ 副詞 しょうげん（する） 証言（する） 증언
1971 Ｌ６ 副詞 くいちがう 食い違う 어긋나다
1972 Ｌ６ 副詞 ほうせき 宝石 보석
1973 Ｌ６ 副詞 かくど 角度 각도
1974 Ｌ６ 副詞 ひたい 額 이마
1975 Ｌ６ 副詞 きざむ 刻む 새기다
1976 Ｌ６ 副詞 しわ 주름
1977 Ｌ６ 副詞 ながねん 長年 장년
1978 Ｌ６ 副詞 じゅけんせんそう 受験･戦争 수능지옥
1979 Ｌ６ 副詞 はげしさ 激しさ 과격함
1980 Ｌ６ 副詞 がくしゅうじゅく 学習・塾 입시학원
1981 Ｌ６ 活動 ひゃっかじてん 百科・事典 백과사전
1982 Ｌ６ 活動 たいしゅうぶんかじてん 大衆文化辞典 固 대중문화사전
1983 Ｌ６ 活動 ひかえる 控える 삼가다
1984 Ｌ６ 活動 じんだいじ 深大寺 固 진다이지(절)
1985 Ｌ６ 活動 ポスター 포스터

1986 Ｌ７ 動機づけ トースト 토스트
1987 Ｌ７ 動機づけ ジャム 잼
1988 Ｌ７ 動機づけ バター 버터
1989 Ｌ７ 動機づけ チーズ 치즈
1990 Ｌ７ 動機づけ ━や ━屋 ~가게
1991 Ｌ７ 動機づけ たくはい（する） 宅配（する） 택배
1992 Ｌ７ 動機づけ ピザ 피자
1993 Ｌ７ 動機づけ かいおき（する） 買い置き（する） 사서 비치함

Ｌ７
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1994 Ｌ７ 動機づけ にもの 煮物 조림
1995 Ｌ７ 動機づけ インスタントしょくひん インスタント・食品 인스턴트 식품
1996 Ｌ７ 動機づけ レトルトしょくひん レトルト・食品 레트로트 식품
1997 Ｌ７ 動機づけ ちゅうか 中華 중화(중국식)
1998 Ｌ７ 動機づけ むしもの 蒸し・物 찜
1999 Ｌ７ 動機づけ あげもの 揚げ・物 튀김
2000 Ｌ７ 動機づけ かしパン 菓子・パン 단 빵
2001 Ｌ７ 動機づけ あじみ（する） 味見（する） 맛 보기
2002 Ｌ７ 動機づけ ソース 소스
2003 Ｌ７ 動機づけ ビタミンざい ビタミン・剤 비타민제
2004 Ｌ７ 動機づけ えいようドリンク 栄養・ドリンク 영양 드링크
2005 Ｌ７ 動機づけ りょくおうしょくやさい 緑黄色・野菜 녹황색 채소
2006 Ｌ７ 動機づけ はだ 肌 피부
2007 Ｌ７ 動機づけ おちこむ 落ち込む (기분등이)가라앉다
2008 Ｌ７ 動機づけ たちなおる 立ち直る 회복되다
2009 Ｌ７ 動機づけ てつぶんぶそく 鉄分・不足 철분부족
2010 Ｌ７ 動機づけ レバー 간
2011 Ｌ７ 動機づけ あかみ 赤身 살코기
2012 Ｌ７ 動機づけ やさいるい 野菜・類 야채류
2013 Ｌ７ 動機づけ ふそくぎみ 不足・気味 부족한 느낌
2014 Ｌ７ 動機づけ カロテン（カロチン） 카로틴
2015 Ｌ７ 動機づけ しょくもつせんい 食物・繊維 식이섬유
2016 Ｌ７ 動機づけ とる 먹다, 섭취하다
2017 Ｌ７ 動機づけ かいそう 海草 해초
2018 Ｌ７ 動機づけ きのこ 버섯
2019 Ｌ７ 動機づけ いも 芋 감자
2020 Ｌ７ 動機づけ ごぼう 우엉
2021 Ｌ７ 動機づけ こんさい 根菜 뿌리 채소
2022 Ｌ７ 動機づけ おおめ 多め 많은 양
2023 Ｌ７ 動機づけ カルシウム 칼슘
2024 Ｌ７ 動機づけ ぼうし（する） 防止（する） 방지
2025 Ｌ７ 動機づけ にゅうせいひん 乳・製品 유제품
2026 Ｌ７ 動機づけ ヘルシー（な） 건강한
2027 Ｌ７ 動機づけ けんこうてき（な） 健康・的（な） 건강하게
2028 Ｌ７ 動機づけ アルコール 알코올
2029 Ｌ７ 動機づけ ひかえめ 控えめ 거르는 편
2030 Ｌ７ 動機づけ かじょう（な） 過剰（な） 名/な 과잉
2031 Ｌ７ 動機づけ こい 濃い 진하다
2032 Ｌ７ 動機づけ あぶらっこい 脂っこい 기름지다
2033 Ｌ７ 動機づけ はらはちぶんめ 腹八分目 적당한 양을 먹는 것
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2034 Ｌ７ 動機づけ ウエイトコントロール（する） 체중조절
2035 Ｌ７ 本文１ しょくぶんか 食・文化 식문화
2036 Ｌ７ 本文１ うなぎ 장어
2037 Ｌ７ 本文１ よわる 弱る 약해지다
2038 Ｌ７ 本文１ あつさ 暑さ 더위
2039 Ｌ７ 本文１ なんと 副 무려
2040 Ｌ７ 本文１ えいようか 栄養・価 영양가
2041 Ｌ７ 本文１ かしゅう 歌集 시집
2042 Ｌ７ 本文１ まんようしゅう 万葉・集 固 만요슈(일본 전통시집)
2043 Ｌ７ 本文１ たんか 短歌 단가(일본 전통 시)
2044 Ｌ７ 本文１ しゅ 二(首）　にしゅ (2)구절
2045 Ｌ７ 本文１ いわまろ 石麻呂 固 이와마로(사람이름)
2046 Ｌ７ 本文１ なつやせ（する） 夏やせ（する） 여름을 타서 살이 빠지는 것
2047 Ｌ７ 本文１ いじわる（な）（する） 意地悪（な）（する） 名/な 장난끼 심한
2048 Ｌ７ 本文１ さておく 미뤄두고
2049 Ｌ７ 本文１ みとめる 認める 인정하다
2050 Ｌ７ 本文１ どよう 土用 복날
2051 Ｌ７ 本文１ うし 丑 소의 날
2052 Ｌ７ 本文１ きゅうれき 旧暦 구력(음력)
2053 Ｌ７ 本文１ なつばて（する） 夏ばて（する） 더위 먹은 것
2054 Ｌ７ 本文１ しぼう 脂肪 지방
2055 Ｌ７ 本文１ たんぱくしつ 蛋白質 단백질
2056 Ｌ７ 本文１ そせん 祖先 선조
2057 Ｌ７ 本文１ ちょうりほう 調理・法 요리법
2058 Ｌ７ 本文１ かんとうちほう 関東・地方 固 관동지방
2059 Ｌ７ 本文１ かんさいちほう 関西・地方 固 관서지방
2060 Ｌ７ 本文１ さく 裂く 베다
2061 Ｌ７ 本文１ せなか 背中 등
2062 Ｌ７ 本文１ はら 腹 배
2063 Ｌ７ 本文１ せっぷく（する） 切腹（する） 할복
2064 Ｌ７ 本文１ えんぎ 縁起 운
2065 Ｌ７ 本文１ しょうにん 商人 상인
2066 Ｌ７ 本文１ はらをわる 腹を割る 慣 마음을 솔직하게 털어놓다
2067 Ｌ７ 本文１ せつ 説 설
2068 Ｌ７ 本文１ しょうこ 証拠 증거
2069 Ｌ７ 本文１ さて 接 자
2070 Ｌ７ 本文１ うなぎのぼり 慣 급상승
2071 Ｌ７ 本文１ やく 焼く 굽다
2072 Ｌ７ 本文１ こうばしい 香ばしい 향기롭다
2073 Ｌ７ 本文１ におい 匂い 냄새
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2074 Ｌ７ 本文１ かんばん 看板 간판
2075 Ｌ７ 本文１ おもわず 思わず 副 생각치 않고
2076 Ｌ７ 本文１ のれん 노렌(일본식 내림막)
2077 Ｌ７ 本文１ くぐる (숙이고)들어가다
2078 Ｌ７ 本文１ あつあつ 따끈따끈
2079 Ｌ７ 本文１ まっしろい 真っ白い 새하얗다
2080 Ｌ７ 本文１ やきたて 焼きたて 갓 구운 것
2081 Ｌ７ 本文１ たれ 소스
2082 Ｌ７ 本文１ ほどよい 적당하다
2083 Ｌ７ 本文１ うなどん うな丼 장어덮밥
2084 Ｌ７ 本文１ さんしょう 山椒 산초
2085 Ｌ７ 本文１ こな 粉 가루
2086 Ｌ７ 本文１ さっと 擬 획
2087 Ｌ７ 本文１ ふりかける 뿌리다
2088 Ｌ７ 本文１ （ひと）くち (一）口 (한)입
2089 Ｌ７ 本文１ ━め ━目 ~째
2090 Ｌ７ 本文１ つきる 尽きる 도달하다
2091 Ｌ７ 本文１ さっこん 昨今 작금
2092 Ｌ７ 本文１ みかく 味覚 미각
2093 Ｌ７ 文・表１～３ きたざと　しばさぶろう 北里　柴三郎 固 기타자토 시바사부로(인명)
2094 Ｌ７ 文・表１～３ びょうげんきん 病原・菌 병원균
2095 Ｌ７ 文・表１～３ いのち 命 목숨
2096 Ｌ７ 文・表１～３ すくう 救う 구하다
2097 Ｌ７ 文・表１～３ いがらし 五十嵐 固 이가라시(성씨)
2098 Ｌ７ 文・表１～３ にちようだいく 日曜・大工 쉬는 날에 하는 목공
2099 Ｌ７ 文・表１～３ ピンクパレス 固 핑크팔레스
2100 Ｌ７ 文・表１～３ ないそう 内装 내부장식
2101 Ｌ７ 文・表１～３ びひん 備品 내부 물건
2102 Ｌ７ 文・表１～３ けんこうだいいち 健康・第一 건강최고
2103 Ｌ７ 文・表１～３ スローガン 슬로건
2104 Ｌ７ 文・表１～３ かかげる 掲げる 내걸다
2105 Ｌ７ 文・表１～３ ラジオたいそう ラジオ・体操 라디오체조
2106 Ｌ７ 文・表１～３ ほくりく 北陸 固 호쿠리쿠(지방이름)
2107 Ｌ７ 文・表１～３ おおあめちゅういほう 大雨・注意報 호우 주의보
2108 Ｌ７ 文・表１～３ けいばじょう 競馬・場 경마장
2109 Ｌ７ 文・表１～３ ホッカイテイオー 固 북해제왕(말 이름)
2110 Ｌ７ 文・表１～３ がんばる 頑張る 힘내다
2111 Ｌ７ 文・表１～３ ゴール（する） 골
2112 Ｌ７ 文・表１～３ よせる 寄せる 바싹 옆에 대다
2113 Ｌ７ 文・表１～３ まずい 운이 없다
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2114 Ｌ７ 文・表１～３ パトカー 순찰차
2115 Ｌ７ 文・表１～３ きごう 記号 기호
2116 Ｌ７ 文・表１～３ おごる (한 턱)쏘다
2117 Ｌ７ 文・表１～３ ドラマ 드라마
2118 Ｌ７ 文・表１～３ さいしゅうかい 最終・回 마지막 회
2119 Ｌ７ コラム たわら　まち 俵　万智 固 타와라 마치(인명)
2120 Ｌ７ コラム すだれ 발
2121 Ｌ７ コラム ぬかたのおおきみ 額田王 固 누카타노오오기미(인명)
2122 Ｌ７ コラム みかん 蜜柑 귤
2123 Ｌ７ コラム か 香 향
2124 Ｌ７ コラム きのした　りげん 木下　利玄 固 기노시타 리겐(인명)
2125 Ｌ７ 作文 スタミナ 스태미나
2126 Ｌ７ 活動 ぐ 具 재료
2127 Ｌ７ 活動 かまぼこ 어묵
2128 Ｌ７ 活動 しいたけ 표고버섯
2129 Ｌ７ 活動 ほうれんそう ほうれん草 시금치
2130 Ｌ７ 活動 だてまき 일본식 전
2131 Ｌ７ 活動 おかめ 오카메(우동이나 소바 종류)
2132 Ｌ７ 活動 うどん 우동
2133 Ｌ７ 活動 そば 소바
2134 Ｌ７ 活動 つぶす 부수다
2135 Ｌ７ 活動 あじつけ（する） 味付け（する） 간하다
2136 Ｌ７ 活動 デザート 디저트
2137 Ｌ７ 活動 じょうひん（な） 上品（な） 질이 좋은
2138 Ｌ７ 活動 あまさ 甘さ 달콤함
2139 Ｌ７ 活動 わがし 和・菓子 화과자
2140 Ｌ７ 活動 みつ 蜜 초정
2141 Ｌ７ 活動 ゼリー 젤리
2142 Ｌ７ 活動 まめ 豆 콩
2143 Ｌ７ 活動 あんこ 팥소, 앙코
2144 Ｌ７ 活動 こむぎこ 小麦・粉 밀가루
2145 Ｌ７ 活動 やきそば 焼きそば 야키소바
2146 Ｌ７ 活動 かんそう（する） 乾燥（する） 건조
2147 Ｌ７ 活動 ぴりっと ピリッと 擬 톡 쏘는 매운 맛
2148 Ｌ７ 活動 ごはんもの 밥류
2149 Ｌ７ 活動 めん 麺 면
2150 Ｌ７ 活動 さかな 肴 안주
2151 Ｌ７ 活動 つまみ 안주
2152 Ｌ７ 活動 とうふ 豆腐 두부
2153 Ｌ７ 活動 あえる 和える 버무리다
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2154 Ｌ７ 活動 むす 蒸す 찌다
2155 Ｌ７ 活動 からみ 辛み 매운 맛
2156 Ｌ７ 活動 スパイス 스파이스, 향신료
2157 Ｌ７ 活動 さんみ 酸味 신 맛
2158 Ｌ７ 活動 ボリューム 양
2159 Ｌ７ 活動 つつむ 包む (~을)싸다
2160 Ｌ７ 活動 はるさめ 春雨 일본식 당면
2161 Ｌ７ 活動 ゆでる 삶다
2162 Ｌ７ 活動 あまみ 甘み 단맛
2163 Ｌ７ 活動 にがみ 苦み 쓴맛
2164 Ｌ７ 活動 うすあじ 薄味 싱거운 맛
2165 Ｌ７ 活動 ひやしちゅうか 히야시츄카, 냉비빔라면
2166 Ｌ７ 活動 うすやき 薄焼き 얇게 구운 것
2167 Ｌ７ 活動 ごまだれ 胡麻・だれ 참깨 소스
2168 Ｌ７ 本文２ このみ 好み 기호
2169 Ｌ７ 本文２ ありとあらゆる 連体 온갖
2170 Ｌ７ 本文２ とう 問う 묻다
2171 Ｌ７ 本文２ いちねんじゅう 一年中 일년 내내
2172 Ｌ７ 本文２ でまわる 出回る 나돌다
2173 Ｌ７ 本文２ せんたく（する） 選択（する） 선택
2174 Ｌ７ 本文２ せかいかっこく 世界・各国 세계각국
2175 Ｌ７ 本文２ まさに 副 말그대로
2176 Ｌ７ 本文２ ほうしょく 飽食 음식이 넘쳐나는
2177 Ｌ７ 本文２ かげ 陰 그림자
2178 Ｌ７ 本文２ ささえる 支える 지탱하다
2179 Ｌ７ 本文２ ひじょう（な） 非常（な） 名/な 매우
2180 Ｌ７ 本文２ あやうい 危うい 위험하다
2181 Ｌ７ 本文２ いかにも 副 참으로
2182 Ｌ７ 本文２ ひもち（する） 日持ち（する） 오래가는
2183 Ｌ７ 本文２ むしくい 虫食い 벌레가 먹은 것
2184 Ｌ７ 本文２ ごうせいちゃくしょくりょう 合成・着色・料 합성 착색제
2185 Ｌ７ 本文２ ほぞん（する） 保存（する） 보존
2186 Ｌ７ 本文２ てんかぶつ 添加・物 첨가물
2187 Ｌ７ 本文２ のうやく 農薬 농약
2188 Ｌ７ 本文２ さ 差 차
2189 Ｌ７ 本文２ ひび 日々 나날
2190 Ｌ７ 本文２ かがくぶっしつ 化学・物質 화학물질
2191 Ｌ７ 本文２ とりこむ 取り込む 집어넣다
2192 Ｌ７ 本文２ ぎょかいるい 魚介・類 어패류
2193 Ｌ７ 本文２ れいがい 例外 예외
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2194 Ｌ７ 本文２ はいりこむ 入り込む 들어가다
2195 Ｌ７ 本文２ はいごうしりょう 配合・飼料 배합 사료
2196 Ｌ７ 本文２ しいく（する） 飼育（する） 사육
2197 Ｌ７ 本文２ さぐる 探る 뒤지다
2198 Ｌ７ 本文２ しなんのわざ 至難の業 慣 매우 어려운 것
2199 Ｌ７ 本文２ はつがんせい 発・ガン・性 발암 성질이 있는
2200 Ｌ７ 本文２ すなわち 接 말그대로
2201 Ｌ７ 本文２ いでんし 遺伝子 유전자
2202 Ｌ７ 本文２ しょくひんえいせいほう 食品衛生・法 固 식품위생법
2203 Ｌ７ 本文２ せいてい（する） 制定（する） 제정
2204 Ｌ７ 本文２ いご 以後 이후
2205 Ｌ７ 本文２ ぼうだい（な） 膨大（な） 방대,양이 매우 많은
2206 Ｌ７ 本文２ してい（する） 指定（する） 지정
2207 Ｌ７ 本文２ しよう（する） 使用（する） 사용
2208 Ｌ７ 本文２ きんし（する） 禁止（する） 금지
2209 Ｌ７ 本文２ あらた（な） 新た（な） 새로운
2210 Ｌ７ 本文２ （さんびゃくすうじっ）しゅ (三百数十）種　 (300)가지
2211 Ｌ７ 本文２ たいりょう（な） 大量（な） 名/な 대량
2212 Ｌ７ 本文２ せっしゅ（する） 摂取（する） 섭취
2213 Ｌ７ 本文２ さしつかえ 差し支え 지장
2214 Ｌ７ 本文２ ちょうきてき（な） 長期・的（な） 장기적
2215 Ｌ７ 本文２ びりょう（な） 微量（な） 名/な 미량
2216 Ｌ７ 本文２ たいない 体内 체내
2217 Ｌ７ 本文２ ちくせき（する） 蓄積（する） 축적
2218 Ｌ７ 本文２ しゅるい (数）種類　すうしゅるい 종류
2219 Ｌ７ 本文２ はんのうしあう 反応し合う 서로 반응하다
2220 Ｌ７ 本文２ じゅうだい（な） 重大（な） 중대
2221 Ｌ７ 本文２ おそれ 恐れ 우려
2222 Ｌ７ 本文２ にもかかわらず 接 ~에도 불구하고
2223 Ｌ７ 本文２ しじょう 市場 시장
2224 Ｌ７ 本文２ しょくたく 食卓 식탁
2225 Ｌ７ 本文２ のぼる 올라오다
2226 Ｌ７ 本文２ ききかん 危機・感 위기감
2227 Ｌ７ 本文２ むのうやく 無・農薬 무농약
2228 Ｌ７ 本文２ もしくは 接 혹은
2229 Ｌ７ 本文２ かかく 価格 가격
2230 Ｌ７ 本文２ いしょくどうげん 医食同源 慣 의료와 식사는 같은 것
2231 Ｌ７ 本文２ たんてき（な） 端的（な） 단적
2232 Ｌ７ 本文２ さらす 노출시키다
2233 Ｌ７ 本文２ じゅうだいせい 重大・性 중요성
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2234 Ｌ７ 本文２ にんしき（する） 認識（する） 인식
2235 Ｌ７ 本文２ みばえ 見栄え 보기 좋은
2236 Ｌ７ 本文２ りべんせい 利便・性 편리함
2237 Ｌ７ 本文２ まどわす 惑わす 현혹시키다
2238 Ｌ７ 本文２ しせい 姿勢 자세
2239 Ｌ７ 本文２ かいぜん（する） 改善（する） 개선
2240 Ｌ７ 本文２ だいいっぽ 第・一歩 한 걸음
2241 Ｌ７ 本文２ こうぞう 構造 구조
2242 Ｌ７ 本文２ しゅうしょく（する） 修飾（する） 수식
2243 Ｌ７ 本文２ しゅご 主語 주어
2244 Ｌ７ 本文２ じゅつご 述語 서술어
2245 Ｌ７ 本文２ つかむ 쥐다
2246 Ｌ７ 本文２ ほねぐみ 骨組み 뼈대
2247 Ｌ７ 文・表４～６ きがすすまない 気が進まない 慣 마음이 내키지 않다
2248 Ｌ７ 文・表４～６ めいれい（する） 命令（する） 명령
2249 Ｌ７ 文・表４～６ とくいさき 得意・先 거래처
2250 Ｌ７ 文・表４～６ まずしい 貧しい 가난하다
2251 Ｌ７ 文・表４～６ ちょうじょう 頂上 정상
2252 Ｌ７ 文・表４～６ ふぶき 吹雪 눈보라
2253 Ｌ７ 文・表４～６ ひきかえす 引き返す 되돌리다
2254 Ｌ７ 文・表４～６ はんたい（する） 反対（する） 반대
2255 Ｌ７ 文・表４～６ とりやめ 取り止め 중지
2256 Ｌ７ 文・表４～６ ゆういぎ（な） 有意義（な） 名/な 의미있는
2257 Ｌ７ 文・表４～６ こころよい 快い 상쾌하다
2258 Ｌ７ 文・表４～６ ひきうける 引き受ける 받아들이다
2259 Ｌ７ 文・表４～６ こううん（な） 幸運（な） 행운
2260 Ｌ７ 文・表４～６ ノーベルしょう ノーベル・賞 노벨상
2261 Ｌ７ 文・表４～６ こうえん（する） 講演（する） 강연
2262 Ｌ７ 文・表４～６ さいぜんれつ 最・前列 맨 앞줄
2263 Ｌ７ 文・表４～６ いまいずみ 今泉 固 이마이즈미(성씨)
2264 Ｌ７ 文・表４～６ ひろう 拾う 줍다
2265 Ｌ７ 文・表４～６ おさななじみ 幼なじみ 소꿉친구
2266 Ｌ７ 文・表４～６ ぐうぜん（な） 偶然（な） 名/な/副 우연
2267 Ｌ７ 文・表４～６ きし 岸 固 기시(성씨)
2268 Ｌ７ 文・表４～６ あつぎ（する） 厚着（する） (옷등을)두껍게 입다
2269 Ｌ７ 文・表４～６ にぶい 鈍い 둔하다
2270 Ｌ７ 文・表４～６ かたこり 肩こり 어깨결림
2271 Ｌ７ 文・表４～６ おかす 犯す 범하다
2272 Ｌ７ 文・表４～６ ミス（する） 미스, 실수
2273 Ｌ７ 文・表４～６ はんこう（する） 反抗（する） 반항
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2274 Ｌ７ 文・表４～６ カウンセラー 카운셀러, 상담사
2275 Ｌ７ 文・表４～６ としごろ 年頃 나이 때
2276 Ｌ７ 接続詞 ぶんかさい 文化・祭 학교 축제
2277 Ｌ７ 接続詞 たいこう（する） 対抗（する） 대항
2278 Ｌ７ 接続詞 かずこ 和子 固 카즈코(이름)
2279 Ｌ７ 接続詞 みせいねん 未成年 미성년
2280 Ｌ７ 接続詞 みまん 未満 미만
2281 Ｌ７ 接続詞 クレジットカード クレジット・カード 신용카드
2282 Ｌ７ 接続詞 しょうだくしょ 承諾・書 승낙서
2283 Ｌ７ 接続詞 きょうつう（する） 共通（する） 공통
2284 Ｌ７ 接続詞 ひんこん 貧困 빈곤
2285 Ｌ７ 接続詞 ばくはつ（する） 爆発（する） 폭발
2286 Ｌ７ 接続詞 あかじ 赤字 적자
2287 Ｌ７ 接続詞 かいしょう（する） 解消（する） 해소
2288 Ｌ７ 接続詞 あらゆる 連体 이런저런
2289 Ｌ７ 接続詞 おさない 幼ない 어리다
2290 Ｌ７ 接続詞 ずつう 頭痛 두통
2291 Ｌ７ 接続詞 ジューサー 쥬스를 짜내는 도구
2292 Ｌ７ 接続詞 とうしょ 当初 당초
2293 Ｌ７ 接続詞 イーメール E-mail 이메일
2294 Ｌ７ 接続詞 ヘリコプター 헬리콥터
2295 Ｌ７ 接続詞 けわしい 険しい 험하다
2296 Ｌ７ 副詞 くわえる 더하다
2297 Ｌ７ 副詞 ライター 라이터
2298 Ｌ７ 副詞 くろいわ 黒岩 固 구로이와(성씨)
2299 Ｌ７ 副詞 じむしつ 事務・室 사무실
2300 Ｌ７ 副詞 チン 陳 固 칭(성씨 )
2301 Ｌ７ 副詞 きかい 機械 기계
2302 Ｌ７ 副詞 レオナルド・ダ・ビンチ 固 레오나르도 다 빈치
2303 Ｌ７ 副詞 ほいくし 保育・士 보육교사
2304 Ｌ７ 副詞 てんしょく 天職 하늘이 내려준 직업
2305 Ｌ７ 副詞 ゴーギャン 固 고갱
2306 Ｌ７ 副詞 えがく 描く 그리다
2307 Ｌ７ 副詞 タヒチ 타히티(섬이름)
2308 Ｌ７ 副詞 らくえん 楽園 낙원
2309 Ｌ７ 副詞 こきょう 故郷 고향
2310 Ｌ７ 副詞 かいけつ（する） 解決（する） 해결
2311 Ｌ７ 副詞 おじ 叔父 숙부, 삼촌
2312 Ｌ７ 副詞 いっか 一家 일가
2313 Ｌ７ 副詞 てきぱき 擬 척척
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2314 Ｌ７ 副詞 てんじょう 天井 천장
2315 Ｌ７ 副詞 すべすべ 擬 매끈매끈
2316 Ｌ７ 副詞 ほととぎす ホトトギス 두견새
2317 Ｌ７ 副詞 あらわれる 表れる 나타나다
2318 Ｌ７ 副詞 はくしょ 白書 백서
2319 Ｌ７ 副詞 じょうしょう（する） 上昇（する） 상승
2320 Ｌ７ 副詞 けいやくしょ 契約・書 계약서

2321 Ｌ８ 動機づけ ちきゅう 地球 지구
2322 Ｌ８ 動機づけ せいめい 生命 생명
2323 Ｌ８ 動機づけ さんそ 酸素 산소
2324 Ｌ８ 動機づけ しゅつげん（する） 出現（する） 출현
2325 Ｌ８ 動機づけ しんか（する） 進化（する） 진화
2326 Ｌ８ 動機づけ せいぶつ 生物 생물
2327 Ｌ８ 動機づけ しょくぶつ 植物 식물
2328 Ｌ８ 動機づけ じょうりく（する） 上陸（する） 상륙
2329 Ｌ８ 動機づけ きょうりゅう 恐竜 공룡
2330 Ｌ８ 動機づけ ぶんめい 文明 문명
2331 Ｌ８ 動機づけ きずく 築く 세우다
2332 Ｌ８ 動機づけ ひょうがき 氷河・期 빙하기
2333 Ｌ８ 動機づけ きき 危機 위기
2334 Ｌ８ 本文１ すみきる 澄み切る 너무 깨끗하다
2335 Ｌ８ 本文１ あおあお 青々 새파란
2336 Ｌ８ 本文１ みどり 緑 녹음
2337 Ｌ８ 本文１ かがやき 輝き 광명
2338 Ｌ８ 本文１ ひきかえ 引き換え 맞바꿈
2339 Ｌ８ 本文１ こうはん 後半 후반
2340 Ｌ８ 本文１ さんぎょうかくめい 産業・革命 산업혁명
2341 Ｌ８ 本文１ ぎじゅつかくしん 技術・革新 기술혁신
2342 Ｌ８ 本文１ しゅだん 手段 수단
2343 Ｌ８ 本文１ ねんりょう 燃料 연료
2344 Ｌ８ 本文１ まき 薪 땔감
2345 Ｌ８ 本文１ リズム 리듬
2346 Ｌ８ 本文１ ちょうわ（する） 調和（する） 조화
2347 Ｌ８ 本文１ きぼ 規模 규모
2348 Ｌ８ 本文１ たりょう（な） 多量(な) 名/な 다량
2349 Ｌ８ 本文１ にさんかたんそ 二酸化炭素 이산화탄소
2350 Ｌ８ 本文１ はいしゅつ（する） 排出（する） 배출
2351 Ｌ８ 本文１ おんだんか（する） 温暖・化（する） 온난화
2352 Ｌ８ 本文１ フロンガス フロン・ガス 프레온 가스

Ｌ８
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2353 Ｌ８ 本文１ オゾンそう オゾン・層 오존층
2354 Ｌ８ 本文１ はいすい（する） 排水（する） 배수
2355 Ｌ８ 本文１ なかでも 副 그 중에서도
2356 Ｌ８ 本文１ もはや 副 거의
2357 Ｌ８ 本文１ しょぶん（する） 処分（する） 처분
2358 Ｌ８ 本文１ うめたてち 埋め立て・地 매립지
2359 Ｌ８ 本文１ ほうわじょうたい 飽和・状態 포화상태
2360 Ｌ８ 本文１ げすいどう 下水道 하수도
2361 Ｌ８ 本文１ ながれこむ 流れ込む 흘러들어가다
2362 Ｌ８ 本文１ たいき 大気 대기
2363 Ｌ８ 本文１ どじょう 土壌 토양
2364 Ｌ８ 本文１ かんれんしあう 関連し合う 서로 관련되다
2365 Ｌ８ 本文１ なりたつ 成り立つ 성립하다 
2366 Ｌ８ 本文１ たもつ 保つ 유지하다
2367 Ｌ８ 本文１ じっせん（する） 実践（する） 실천
2368 Ｌ８ 本文１ オゾンホール オゾン・ホール 오존층에 생긴 구멍
2369 Ｌ８ 本文１ さんせいう 酸性・雨 산성비
2370 Ｌ８ 本文１ ねったいりん 熱帯・林 열대우림
2371 Ｌ８ 本文１ さばくか（する） 砂漠・化（する） 사막화
2372 Ｌ８ 本文１ かいよう 海洋 해양
2373 Ｌ８ 文・表１～４ とざんきゃく 登山・客 등산객
2374 Ｌ８ 文・表１～４ ぶんさん（する） 分散（する） 분산
2375 Ｌ８ 文・表１～４ ととのう 整う 정비되다
2376 Ｌ８ 文・表１～４ じゅうかんきょう 住・環境 주거 환경
2377 Ｌ８ 文・表１～４ せいび（する） 整備（する） 정비
2378 Ｌ８ 文・表１～４ インターネット 인터넷
2379 Ｌ８ 文・表１～４ あくしつ（な） 悪質（な） 악질
2380 Ｌ８ 文・表１～４ はんざい 犯罪 범죄
2381 Ｌ８ 文・表１～４ パスワード 패스워드, 비밀번호
2382 Ｌ８ 文・表１～４ かんり（する） 管理（する） 관리
2383 Ｌ８ 文・表１～４ つかいすて 使い捨て 일회용
2384 Ｌ８ 文・表１～４ ていちゃく（する） 定着（する） 정착
2385 Ｌ８ 文・表１～４ しんこくか（する） 深刻･化（する） 심각해져 감
2386 Ｌ８ 文・表１～４ しんちょう（な） 慎重（な） 신중
2387 Ｌ８ 文・表１～４ ちょうしょ 長所 장점
2388 Ｌ８ 文・表１～４ たんしょ 短所 단점
2389 Ｌ８ 文・表１～４ いけばな 生け花 꽃꽂이
2390 Ｌ８ 文・表１～４ とうげいか 陶芸・家 도예가
2391 Ｌ８ 文・表１～４ しんぼく 親睦 친목
2392 Ｌ８ 文・表１～４ はかる 꾀하다
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2393 Ｌ８ 文・表１～４ わるくち 悪口 악담
2394 Ｌ８ 文・表１～４ ミステリー 미스터리, 미스테리
2395 Ｌ８ 文・表１～４ まきこむ 巻き込む 휘말리다
2396 Ｌ８ 文・表１～４ ベストをつくす ベストを尽くす 慣 최선을 다하다
2397 Ｌ８ 文・表１～４ ぎのう 技能 기능
2398 Ｌ８ 文・表１～４ かつよう（する） 活用（する） 활용
2399 Ｌ８ 文・表１～４ さっさと 擬 제빨리
2400 Ｌ８ 本文２ みそしる みそ・汁 된장국
2401 Ｌ８ 本文２ なにげない 何気ない 아무렇지 않다
2402 Ｌ８ 本文２ もしも 副 만일
2403 Ｌ８ 本文２ すいしつ 水質 수질
2404 Ｌ８ 本文２ ふろおけ 風呂・おけ 욕조
2405 Ｌ８ 本文２ ぶん 分 분(량)
2406 Ｌ８ 本文２ しようずみ 使用・済み 사용이 끝난
2407 Ｌ８ 本文２ てんぷらあぶら 天ぷら・油 튀김용 기름
2408 Ｌ８ 本文２ ながす 流す 흘려버리다
2409 Ｌ８ 本文２ なべ 鍋 냄비
2410 Ｌ８ 本文２ たべかす 食べかす 음식물 쓰레기
2411 Ｌ８ 本文２ ぎゃくに 逆に 副 역으로
2412 Ｌ８ 本文２ ぞうきん 걸레
2413 Ｌ８ 本文２ すいこむ 吸いこむ 빨이들이다
2414 Ｌ８ 本文２ よごれ 汚れ 더러움
2415 Ｌ８ 本文２ ふきとる 닦아내다
2416 Ｌ８ 本文２ そうとう（な）（する） 相当（な）（する） 名/副/な 상당(한)
2417 Ｌ８ 本文２ みっせつ（な） 密接（な） 밀접
2418 Ｌ８ 本文２ ちょっとした 連体 작은
2419 Ｌ８ 本文２ ふちゅうい（な） 不注意（な） 부주의
2420 Ｌ８ 本文２ たすける 助ける 구하다, 도움을 주다
2421 Ｌ８ 本文２ ━じたい ━自体 ~자체
2422 Ｌ８ 本文２ しゅうせき（する） 集積（する） 집적(모이고 쌓이는 것)
2423 Ｌ８ 本文２ あるいは 接 혹은, 어쩌면
2424 Ｌ８ 本文２ はいきガス 排気・ガス 배기가스
2425 Ｌ８ 本文２ しょうエネルギー 省・エネルギー 에너지 절약
2426 Ｌ８ 本文２ しんりんしげん 森林・資源 삼림 자원
2427 Ｌ８ 本文２ ろうひ（する） 浪費（する） 낭비
2428 Ｌ８ 本文２ むだづかい（する） 無駄遣い（する） 낭비(계획없이 막 쓰는 것)
2429 Ｌ８ 本文２ せつやく（する） 節約（する） 절약
2430 Ｌ８ 本文２ じっこう（する） 実行（する） 실행
2431 Ｌ８ 本文２ アルミかん アルミ・缶 알루미늄 캔
2432 Ｌ８ 本文２ ボーキサイト 보크사이트
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2433 Ｌ８ 本文２ つみかさね 積み重ね 쌓이고 쌓이는 것
2434 Ｌ８ 本文２ ちほうじちたい 地方・自治・体 지방자치단체
2435 Ｌ８ 本文２ いずれ 언젠가
2436 Ｌ８ 本文２ くうらん 空欄 빈 칸
2437 Ｌ８ 本文２ かんさん（する） 換算（する） 환산
2438 Ｌ８ 本文２ おでん 오뎅
2439 Ｌ８ 本文２ とぎじる とぎ汁 쌀뜨물
2440 Ｌ８ 本文２ じったい 実態 실태
2441 Ｌ８ 本文２ ちょうさひょう 調査・表 조사표
2442 Ｌ８ 本文２ ごうけいてん 合計・点 합계점수
2443 Ｌ８ 本文２ のみのこし 飲み残し 마시다 남은 것
2444 Ｌ８ 本文２ ティッシュペーパー ティッシュ・ペーパー 티슈, 화장지
2445 Ｌ８ 本文２ うら 裏 뒷면
2446 Ｌ８ 本文２ ふよう（な） 不要（な） な/名 불필요
2447 Ｌ８ 本文２ けいさんようし 計算・用紙 계산용 종이
2448 Ｌ８ 本文２ パック(する) 뒤로 돌리다
2449 Ｌ８ 本文２ びん 瓶 병
2450 Ｌ８ 本文２ あきかん 空き缶 빈캔
2451 Ｌ８ 本文２ なげすて 投げ捨て (던져)버리다
2452 Ｌ８ 本文２ ぶんべつしょり（する） 分別・処理（する） 분리수거
2453 Ｌ８ 本文２ さいせいし 再生・紙 재생지
2454 Ｌ８ 本文２ ヘアードライヤー ヘアー・ドライヤー 헤어드라이기
2455 Ｌ８ 本文２ ごうせいせんざい 合成・洗剤 합성세제
2456 Ｌ８ 本文２ せっけん 石けん 비누
2457 Ｌ８ 本文２ きょうりょくてき（な） 協力・的（な） 협력하는
2458 Ｌ８ 本文２ わりばし 割りばし 나무젓가락
2459 Ｌ８ 本文２ せんがん（する） 洗顔（する） 세안
2460 Ｌ８ 本文２ はみがき（する） 歯磨き（する） 양치질
2461 Ｌ８ 本文２ ペットボトル ペット・ボトル 페트병
2462 Ｌ８ 本文２ かいしゅう（する） 回収（する） 회수
2463 Ｌ８ 本文２ こうけん（する） 貢献（する） 공헌
2464 Ｌ８ 本文２ ━ど ━度 ~번
2465 Ｌ８ 文・表５～８ はんこうげんば 犯行・現場 범행현장
2466 Ｌ８ 文・表５～８ おんなもの 女・物 여성용품
2467 Ｌ８ 文・表５～８ てぶくろ 手袋 장갑
2468 Ｌ８ 文・表５～８ もれる 漏れる (물등이)세다
2469 Ｌ８ 文・表５～８ ビラくばり ビラ・配り 전단지 배부
2470 Ｌ８ 文・表５～８ あしがぼうになる 足が棒になる 慣 제대로 못 걷는 상태가 되다
2471 Ｌ８ 文・表５～８ あきれる 어처구니가 없다
2472 Ｌ８ 文・表５～８ がくわり 学割 학생할인
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2473 Ｌ８ 文・表５～８ いっぱいやる 一杯やる 慣 한잔 걸치다
2474 Ｌ８ 文・表５～８ ざんぎょう（する） 残業（する） 시간외 근무
2475 Ｌ８ 文・表５～８ えいぎょうさき 営業・先 영업할 곳
2476 Ｌ８ 文・表５～８ しょうだん（する） 商談（する） 거래 얘기
2477 Ｌ８ 文・表５～８ けいたいでんわ 携帯・電話 휴대전화
2478 Ｌ８ 文・表５～８ えいぎょう（する） 営業(する） 영업
2479 Ｌ８ 文・表５～８ きょうぎ（する） 協議（する） 협의
2480 Ｌ８ 文・表５～８ つね（に） 常（に） 名/な 항상
2481 Ｌ８ 文・表５～８ げんざいりょう 原・材料 원재료
2482 Ｌ８ 文・表５～８ かこう（する） 加工（する） 가공
2483 Ｌ８ コラム せっとうご 接頭語 접두어
2484 Ｌ８ コラム せつびご 接尾語 접미어
2485 Ｌ８ コラム たんどく（な） 単独（な） 名/な 단독
2486 Ｌ８ コラム びょうどう（な） 平等（な） 평등
2487 Ｌ８ コラム じょうしき 常識 상식
2488 Ｌ８ コラム こうしき 公式 공식
2489 Ｌ８ コラム かがくてき（な） 科学・的（な） 과학적
2490 Ｌ８ コラム ひょうじょう 表情 표정
2491 Ｌ８ コラム とっきゅう 特急 특급
2492 Ｌ８ コラム じゅうじつ（する） 充実（する） 충실
2493 Ｌ８ 接続詞 どきょう 度胸 베짱
2494 Ｌ８ 接続詞 しんだん（する） 診断（する） 진단
2495 Ｌ８ 接続詞 さいけんさ（する） 再・検査（する） 재검사
2496 Ｌ８ 接続詞 ゼラチン 젤라틴
2497 Ｌ８ 接続詞 あたためる 温める 데우다
2498 Ｌ８ 接続詞 ドイツ・ご ドイツ・語 독일어
2499 Ｌ８ 接続詞 りしゅう（する） 履修（する） 이수
2500 Ｌ８ 接続詞 なやみごと 悩み事 고민
2501 Ｌ８ 副詞 かいはつぶ 開発・部 개발부
2502 Ｌ８ 副詞 まつなが 松永 固 마츠나가(성씨)
2503 Ｌ８ 副詞 ボリュームまんてん ボリューム・満点 만족할만한 양
2504 Ｌ８ 副詞 ビーフシチュー ビーフ・シチュー 비프스튜
2505 Ｌ８ 副詞 かんげき（する） 感激（する） 감격
2506 Ｌ８ 副詞 しょうぼうしゃ 消防・車 소방차
2507 Ｌ８ 副詞 もえひろがる 燃え広がる 불이 번지다
2508 Ｌ８ 副詞 やまおか 山岡 固 야마오카(성씨)
2509 Ｌ８ 副詞 だいいっせん 第一線 제일선
2510 Ｌ８ 副詞 ておくれ 手遅れ 　 때늦음
2511 Ｌ８ 副詞 おおくら 大倉 固 오오쿠라(성씨)
2512 Ｌ８ 副詞 きた 北 固 기타(성씨)
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2513 Ｌ８ 活動 むらおこし 村・おこし 마을 활성화 사업
2514 Ｌ８ 活動 じゅうみん 住民 주민
2515 Ｌ８ 活動 しゅうかい（する） 集会 집회
2516 Ｌ８ 活動 おうじる 応じる 응하다
2517 Ｌ８ 活動 みどりのむら 緑野・村 固 미도리노 무라(인명)
2518 Ｌ８ 活動 クラブハウス 클럽하우스(회원용 건물)
2519 Ｌ８ 活動 さかいがわ 境・川 固 사카이 가와(인명)
2520 Ｌ８ 活動 りょかん 旅館 여관
2521 Ｌ８ 活動 はか 墓 묘지
2522 Ｌ８ 活動 ろてんぶろ 露天・風呂 노천탕
2523 Ｌ８ 活動 しゅくはく（する） 宿泊（する） 숙박
2524 Ｌ８ 活動 ペンション 펜션
2525 Ｌ８ 活動 ほとり 근처, 부근
2526 Ｌ８ 活動 のうきょう 農協 농협
2527 Ｌ８ 活動 むらやくば 村・役場 면사무소
2528 Ｌ８ 活動 じもと 地元 현지
2529 Ｌ８ 活動 かいつう（する） 開通（する） 개통
2530 Ｌ８ 活動 こうそくどうろ 高速・道路 고속도로
2531 Ｌ８ 活動 かそ 過疎 과소(사람이 줄어감)
2532 Ｌ８ 活動 ぜいきん 税金 세금
2533 Ｌ８ 活動 しゅうにゅう 収入 수입
2534 Ｌ８ 活動 だい 代 대
2535 Ｌ８ 活動 せんぞだいだい 先祖・代々 선조 대대(로)
2536 Ｌ８ 活動 てばなす 手放す 방치하다
2537 Ｌ８ 活動 やちょう 野鳥 야생 조류
2538 Ｌ８ 活動 そんちょう 村長 촌장
2539 Ｌ８ 活動 のむら　いっぺい 野村　一平 固 노무라 잇페이(인명)
2540 Ｌ８ 活動 しょうてん 商店 상점
2541 Ｌ８ 活動 みやもと　サキ 宮本　サキ 固 미야모토 사키(인명)
2542 Ｌ８ 活動 のうぎょう 農業 농업
2543 Ｌ８ 活動 きたやま　ますぞう 北山　増造 固 기타야마 마스조(인명)
2544 Ｌ８ 活動 しゅふ 主婦 주부
2545 Ｌ８ 活動 きむら　はるこ 木村　春子 固 기무라 하루코(인명)
2546 Ｌ８ 活動 しぜんほごだんたい 自然・保護・団体 자연보호단체
2547 Ｌ８ 活動 アースピース 固 어스피스(단체)
2548 Ｌ８ 活動 ながしま　しげる 長島　茂 固 나가시마 시게루(인명)
2549 Ｌ８ 活動 プロフィール 프로필
2550 Ｌ８ 活動 じゅうしょく 住職 주지스님
2551 Ｌ８ 活動 くわた　けいこ 桑田　圭子 固 구와다 게이코(인명)
2552 Ｌ８ 活動 ちょうじょ 長女 장녀
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2553 Ｌ８ 活動 きこん 既婚 기혼
2554 Ｌ８ 活動 きよはら　まさる 清原　まさる 固 기요하라 마사루(인명)
2555 Ｌ８ 活動 じぬし 地主 지주
2556 Ｌ８ 活動 さんりん 山林 산림
2557 Ｌ８ 活動 （２０）ヘクタール (20）ha (20)헥타르
2558 Ｌ８ 活動 いしげ　ひろし 石毛　ひろし 固 이시게 히로시(인명)
2559 Ｌ８ 活動 きょうゆ 教諭 정교사
2560 Ｌ８ 活動 かそち 過疎・地 사람이 줄어드는 지역
2561 Ｌ８ 活動 ふにん（する） 赴任（する） 부임
2562 Ｌ８ 活動 さくせんかいぎ 作戦・会議 작전회의
2563 Ｌ８ 活動 こんきょ 根拠 근거
2564 Ｌ８ 活動 はんろん（する） 反論（する） 반론
2565 Ｌ８ 活動 みりょくてき（な） 魅力・的（な） 매력적
2566 Ｌ８ 活動 いし 意思 의사
2567 Ｌ８ 活動 さしはさむ 끼워넣다
2568 Ｌ８ 活動 あたまにいれる 頭に入れる 慣 머리에 집어넣다
2569 Ｌ８ 作文 しゅっしょうりつ 出生・率 생산률
2570 Ｌ８ 作文 （２）じ (2）次 (2)차
2571 Ｌ８ 作文 ベビーブーム ベビー・ブーム 베이비붐
2572 Ｌ８ 作文 さかい 境 경계
2573 Ｌ８ 作文 びっしり 擬 꽉꽉
2574 Ｌ８ 作文 おもいだす 思い出す 기억해내다
2575 Ｌ８ 作文 せっとくりょく 説得・力 설득력
2576 Ｌ８ 作文 じたい 事態 사태
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