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1. 悪: 악할 악, 미월할 오, アク・(オ), わるーい
悪事(あくじ)・悪意(あくい)・悪用(あくよう)・悪習(あくしゅう)・悪文(あくぶん)・罪悪
(ざいあく)・険悪(けんあく)・悪寒(おかん)・意地悪(いじわる)・悪者(わるもの)・悪
口(わるくち)
2. 暗: 어두울 암, アン, くらーい
暗示(あんじ)・暗記(あんき)・暗号(あんごう)・明暗(めいあん)・暗黒(あんこく)・暗
算(あんざん)・暗唱(あんしょう)・暗示(あんじ)・暗(くら)がり・暗(くら)やみ
3. 安: 편안 안, アン, やすーい
安全(あんぜん)・安定(あんてい)・不安(ふあん)・安心(あんしん)・安易(あんい)・安
静(あんせい)・目安(めやす)・割安(わりやす)・安物(やすもの)・安(やす)らか
4. 医: 의원 의, 동개 예, イ, ー
医学(いがく)・医者(いしゃ)・医院(いいん)・名医(めいい)・校医(こうい)・女医(じょ
い)・医師(いし)・医薬品(いやくひん)・外科医(げかい)
5. 委: 맡길 위, イ, ー
学級委員(がっきゅういいん)・委員会(いいんかい)・委任(いにん)・委細(いさい)・
委(い)たく
6. 育: 기를 육, イク, そだーつ・そだーてる
育児(いくじ)・教育(きょういく)・発育(はついく)・体育(たいいく)・育児(いくじ)・養育
(よういく)・飼育(しいく)・育(そだ)ち・育(そだ)ての親(おや)・子育(こそだ)て
7. 意: 뜻 의, 기억할 억, イ, ー
意見(いけん)・意味(いみ)・意外(いがい)・決意(けつい)・用意(ようい)・注意(ちゅう
い)・得意(とくい)・意図(いと)・意志(いし)・好意(こうい)・故意(こい)
8. 員: 인원 원, 더할 운, イン, ー
満員(まんいん)・定員(ていいん)・社員(しゃいん)・全員(ぜんいん)・教員(きょういん)・
会員(かいいん)・店員(てんいん)・会員(かいいん)・部員(ぶいん)・公務員(こうむいん)・
乗務員(じょうむいん)
9. 院: 집 원, イン, ー
院長(いんちょう)・病院(びょういん)・入院(にゅういん)・医院(いいん)・通院(つうい
ん)・寺院(じいん)・美容院(びよういん)・衆議院(しゅうぎいん)
10. 運: 옮길 운, ウン, はこーぶ
運動(うんどう)・運命(うんめい)・運転(うんてん)・幸運(こううん)・悲運(ひうん)・運送
(うんそう)・運営(うんえい)・運河(うんが)・持(も)ち運(はこ)ぶ
11. 飲: 마실 음, イン, のーむ
飲料水(いんりょうすい)・飲食店(いんしょくてん)・飲用(いんよう)・丸飲(まるの)み・飲
(の)み水(みず)
12. 永: 길 영, 읊을 영, エイ, およーぐ
泳法(えいほう)・水泳(すいえい)・力泳(りきえい)・遠泳(えんえい)・遊泳(ゆうえい)・
競泳(きょうえい)・水泳(みずおよ)ぎ・背泳(はいえい)・平泳(ひらおよ)ぎ
13. 駅: 역 역, エキ, ー
駅長(えきちょう)・駅伝(えきでん)・駅前(えきまえ)・駅員(えきいん)・駅舎(えきしゃ)・
終着駅(しゅうちゃくえき)・駅馬車(えきばしゃ)・貨物駅(かもつえき)・各駅停車(かくえ
きていしゃ)
14. 横: 가로 횡, 빛 광, オウ, よこ
横断(おうだん)・横転(おうてん)・横着(おうちゃく)・縦横(じゅうおう)・横丁(よこちょ
う)・横書(よこが)き・横取(よこど)り・横顔(よこがお)・横切(よこぎ)る・横(よこ)たわ
る
15. 央: 가운데 앙, 선명한 모양 영, オウ, ー
中央(ちゅうおう)・中央区(ちゅうおうく)・中央集権(ちゅうおうしゅうけん)・中央(ちゅ
うおう)アジア
16. 屋: 집 옥, 휘장 악, オク, や
屋上(おくじょう)・屋外(おくがい)・家屋(かおく)・屋根(やね)・花屋(はなや)・楽屋(が
くや)・小屋(こや)・屋台(やたい)・宿屋(やどや)・部屋(へや)*・照(て)れ屋(や)
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17. 温: 따뜻할 온, オン, あたたーか・あたたーかい・あたたーまる・あたたーめる
温暖(おんだん)・温厚(おんこう)・気温(きおん)・体温(たいおん)・温水(おんすい)・温室
(おんしつ)・保温(ほおん)・温帯(おんたい)・温故知新(おんこちしん)
18. 荷: 멜 하, 꾸짖을 하, 잗달 가, (カ), に
出荷(しゅっか)・出荷量(しゅっかりょう)・入荷(にゅうか)・荷車(にぐるま)・荷物(にも
つ)・初荷(はつに)・重荷(おもに)・荷台(にだい)・荷札(にふだ)・荷造(にづく)り
19. 化: 될 화, 잘못 와, カ・(ケ), ばーける・ばーかす
化石(かせき)・化学(かがく)・文化(ぶんか)・消化(しょうか)・近代化(きんだいか)・食
文化(しょくぶんか)・進化(しんか)・消(け)しよう・お化(ば)け
20. 界: 지경 계, カイ, ー
境界(きょうかい)・限界(げんかい)・業界(ぎょうかい)・学界(がっかい)・外界(げかい)・
自然界(しぜんかい)・世界(せかい)・世界史(せかいし)
21. 開: 열 개, 평평할 견, カイ, ひらーく・ひらーける・あーく・あーける
開始(かいし)・開発(かいはつ)・公開(こうかい)・展開(てんかい)・開店(かいてん)・開花
(かいか)・開(ひら)き戸(ど)・鏡開(かがみびら)き・幕開(まくびら)き
22. 寒: 찰 한, カン, さむーい
寒天(かんてん)・寒村(かんそん)・寒波(かんぱ)・厳寒(げんかん)・防寒(ぼうかん)・寒暑
(かんしょ)・寒流(かんりゅう)・寒冷(かんれい)・寒空(さむぞら)
23. 階: 섬돌 계, カイ, ー
階段(かいだん)・階級(かいきゅう)・地階(ちかい)・段階(だんかい)・音階(おんかい)・
階層(かいそう)・階上(かいじょう)・階下(かいか)・二階建(にかいだ)て
24. 感: 느낄 감, 한할 *감, カン, ー
感心(かんしん)・感覚(かんかく)・感動(かんどう)・直感(ちょっかん)・同感(どうかん)・
反感(はんかん)・感想(かんそう)・予感(よかん)・感情(かんじょう)・責任感(せきにんか
ん)
25. 漢: 한수 한, 한나라 한, 신년 탄, カン, ー
漢字(かんじ)・漢文(かんぶん)・漢語(かんご)・漢詩(かんし)・漢数字(かんすうじ)・漢
方薬(かんぽうやく)・悪漢(あっかん)・門外漢(もんがいかん)
26. 岸: 언덕 안, ガン, きし
対岸(たいがん)・海岸(かいがん)・沿岸(えんがん)・接岸(せつがん)・湖岸(こがん)・岸辺
(きしべ)・川岸(かわぎし)・向(む)こう岸(ぎし)
27. 館: 집 관, カン, ー
館内(かんない)・旅館(りょかん)・新館(しんかん)・本館(ほんかん)・館長(かんちょう)・
児童館(じどうかん)・図書館(としょかん)・体育館(たいいくかん)
28. 起: 일어날 기, キ, おーきる・おーこる・おーこす
起立(きりつ)・起源(きげん)・提起(ていき)・起点(きてん)・再起(さいき)・奮起(ふん
き)・早起(はやお)き・引(ひ)き起(お)こす
29. 客: 손 객, キャク・(カク), ー
客間(きゃくま)・客車(きゃくしゃ)・客室(きゃくしつ)・来客(らいきゃく)・乗客(じょう
きゃく)・観客(かんきゃく)・客船(きゃくせん)・客席(きゃくせき)・招待客(しょうたい
きゃく)・客観的(きゃっかんてき)
30. 期: 기약할 기, キ・(ゴ), ー
期間(きかん)・期待(きたい)・期限(きげん)・前期(ぜんき)・予期(よき)・任期(にんき)・
周期(しゅうき)・新学期(しんがっき)・定期券(ていきけん)・画期的(かっきてき)・最
期(さいご)
31. 究: 연구할 구, キュウ, (きわーめる)
究明(きゅうめい)・研究(けんきゅう)・研究発表(けんきゅうはっぴょう)・追究(ついきゅ
う)・学究(がっきゅう)・探究(たんきゅう)・究極(きゅうきょく)
32. 急: 급할 급, キュウ, いそーぐ
急行(きゅうこう)・急速(きゅうそく)・急病(きゅうびょう)・急用(きゅうよう)・急流(きゅ
うりゅう)・急死(きゅうし)・応急手当(おうきゅうてあ)て・救急車(きゅうきゅうしゃ)・
大急(おおいそ)ぐ
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33. 宮: 집 궁, キュウ・(グウ)・(ク), みや
宮中(きゅうちゅう)・王宮(おうきゅう)・神宮(じんぐう)・宮内庁(くないちょう)・宮
様(みやさま)・お宮(みや)・宮参(みやまい)り・宮仕(みやづか)え
34. 級: 등급 급, キュウ, ー
級友(きゅうゆう)・等級(とうきゅう)・上級(じょうきゅう)・階級(かいきゅう)・進級(し
んきゅう)・学級(がっきゅう)・高級(こうきゅう)・初級(しょきゅう)・同級生(どうきゅ
うせい)
35. 球: 공 구, キュウ, たま
球形(きゅうけい)・球技(きゅうぎ)・地球(ちきゅう)・野球(やきゅう)・電球(でんきゅ
う)・球根(きゅうこん)・球場(きゅうじょう)・眼球(がんきゅう)・気球(ききゅう)・北半球
(きたはんきゅう)
36. 去: 갈 거, キョ・コ, さーる
去年(きょねん)・除去(じょきょ)・消去(しょうきょ)・退去(たいきょ)・死去(しきょ)・
過去(かこ)・走(はし)り去(さ)る
37. 業: 업 업, ギョウ・(ゴウ), (わざ)
業績(ぎょうせき)・職業(しょくぎょう)・卒業(そつぎょう)・作業(さぎょう)・工業(こう
ぎょう)・休業(きゅうぎょう)・学業(がくぎょう)・自業自得(じごうじとく)・早業(はや
わざ)
38. 橋: 다리 교, 빠를 고, キョウ, はし
鉄橋(てつきょう)・歩道橋(ほどうきょう)・石橋(いしばし)・橋板(はしいた)・橋(はし)
げた・つり橋(ばし)・丸木橋(まるきばし)
39. 曲: 굽을 곡, 누룩 곡, キョク, まーがる・まーげる
曲線(きょくせん)・曲芸(きょくげい)・名曲(めいきょく)・作曲(さっきょく)・曲名(きょ
くめい)・序曲(じょきょく)・曲解(きょっかい)・行進曲(こうしんきょく)・曲(ま)がり
角(かど)
40. 局: 판 국, キョク, ー
局員(きょくいん)・結局(けっきょく)・薬局(やっきょく)・局長(きょくちょう)・本局(ほ
んきょく)・局地的(きょくちてき)・郵便局(ゆうびんきょく)・放送局(ほうそうきょく)
41. 区: 구분할 구, 지경 구, 숨길 우, ク, ー
区別(くべつ)・区域(くいき)・地区(ちく)・区画(くかく)・区分(くぶん)・校区(こうく)・
区域(くいき)・区切(くぎ)り・区役所(くやくしょ)
42. 銀 : 은 은, ギン, ー
銀貨(ぎんか)・銀行(ぎんこう)・銀色(ぎんいろ)・銀河(ぎんが)・銀賞(ぎんしょう)・銀
世界(ぎんせかい)・水銀(すいぎん)・純銀(じゅんぎん)
43. 苦: 쓸 고, 땅 이름 호, ク, くるーしい・くるーしむ・くるーしめる・にがーい・にがーる
苦心(くしん)・苦労(くろう)・苦楽(くらく)・苦戦(くせん)・苦情(くじょう)・四苦八
苦(しくはっく)・苦手(にがて)・見苦(みぐる)しい・苦(にが)り切(き)る
44. 具: 갖출 구, グ, ー
具体的(ぐたいてき)・道具(どうぐ)・家具(かぐ)・雨具(あまぐ)・遊具(ゆうぐ)・農具(の
うぐ)・器具(きぐ)・文具(ぶんぐ)・筆記用具(ひっきようぐ)
45. 係: 맬 계, ケイ, かかーる・かかり
関係(かんけい)・係員(かかりいん)・進行係(しんこうがかり)・図書係(どしょがかり)・係
(かか)り受(う)け・係(かか)り言葉(ことば)
46. 君: 임금 군, クン, きみ
君主(くんしゅ)・君子(くんし)・君臨(くんりん)・諸君(しょくん)・母君(ははぎみ)・
君(きみ)とぼく
47. 軽: 가벼울 경, ケイ, かるーい・(かろーやか)
軽快(けいかい)・軽率(けいそつ)・軽食(けいしょく)・軽重(けいちょう)・軽傷(けいしょ
う)・軽々(かるがる)・手軽(てがる)・身軽(みがる)・気軽(きがる)
48. 血: 피 혈, ケツ, ち
血液(けつえき)・血統(けっとう)・出血(しゅっけつ)・止血(しけつ)・血管(けっかん)・
血圧(けつあつ)・輸血(ゆけつ)・血迷(ちまよ)う・血(ち)まなこ・鼻血(はなぢ)
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49. 研: 갈 연, 벼루 연, 관 이름 형, ケン, (とーぐ)
研究(けんきゅう)・研究所(けんきゅうしょ)・研究者(けんきゅうしゃ)・研究室(けんきゅ
うしつ)・研究発表(けんきゅうはっぴょう)・研修(けんしゅう)
50. 決: 결단할 결, 빠를 혈, ケツ, きーめる・きーまる
決意(けつい)・解決(かいけつ)・対決(たいけつ)・決勝(けっしょう)・決心(けっしん)・
決断(けつだん)・決(けっ)して・決(き)まり・取(と)り決(き)め
51. 県: 고을 현, 매달 현, ケン, ー
県庁(けんちょう)・県立(けんりつ)・県道(けんどう)・他県(たけん)・近県(きんけん)・
県下(けんか)・長野県(ながのけん)・都道府県(とどうふけん)
52. 庫: 곳집 고, 성씨 사, 곳 곳, コ・(ク), ー
倉庫(そうこ)・文庫(ぶんこ)・車庫(しゃこ)・金庫(きんこ)・書庫(しょこ)・在庫(ざい
こ)・宝庫(ほうこ)・冷蔵庫(れいぞうこ)・貯蔵庫(ちょぞうこ)
53. 向: 향할 향, 성씨 상, コウ, むーく・むーける・むーかう・むーこう
向上(こうじょう)・方向(ほうこう)・向学心(こうがくしん)・横向(よこむ)き・小学生
向(しょうがくせいむ)き・顔向(かおむ)け・向(む)かい風(かぜ)・向(む)こう岸(ぎし)
54. 湖: 호수 호, コ, みずうみ
湖水(こすい)・湖上(こじょう)・湖岸(こがん)・湖底(こてい)・湖面(こめん)・火口湖(か
こうこ)
55. 幸: 다행 행, コウ, さいわーい・(さち)・しあわーせ
幸福(こうふく)・幸運(こううん)・不幸(ふこう)・幸(さいわ)いにも・海(うみ)の幸(さ
ち)・山(やま)の幸(さち)
56. 港: 항구 항, 통할 홍, コウ, みなと
漁港(ぎょこう)・出港(しゅっこう)・空港(くうこう)・開港(かいこう)・入港(にゅうこ
う)・母港(ぼこう)・帰港(きこう)・貿易港(ぼうえきこう)・港町(みなとまち)
57. 根: 뿌리 근, コン, ね
根気(こんき)・根(こん)きよ・球根(きゅうこん)・根幹(こんかん)・根性(こんじょう)・
大根(だいこん)・根本(こんぽん・ねもと)・根元(こんげん・ねもと)・根強(ねづよ)い・
屋根(やね)
58. 号: 이름 호, 부르짖을 호, ゴウ, ー
号令(ごうれい)・号外(ごうがい)・番号(ばんごう)・暗号(あんごう)・信号(しんごう)・
記号(きごう)・年号(ねんごう)・等号(とうごう)・元号(げんごう)・俳号(はいごう)・第
一号(だいいちごう)
59. 祭: 제사 제, 나라 이름 채, サイ, まつーる・まつーり
祭礼(さいれい)・文化祭(ぶんかさい)・祭典(さいてん)・前夜祭(ぜんやさい)・祭日(さい
じつ)・植樹祭(しょくじゅさい)・秋祭(あきまつ)り・祭(まつ)り上(あ)げる
60. 皿: 그릇 명, ー, さら
皿回(さらまわ)し・大皿(おおざら)・小皿(こざら)・灰皿(はいざら)・絵皿(えざら)・果
物皿(くだものざら)・受(う)け皿(ざら)・取(と)り皿(ざら)
61. 死: 죽을 사, シ, しーぬ
死亡(しぼう)・死者(ししゃ)・死去(しきょ)・死体(したい)・戦死(せんし)・必死(ひっ
し)・死力(しりょく)・死語(しご)・死(し)に絶(た)える
62. 仕: 섬길 사, 벼슬 사, シ・(ジ), つかーえる
仕事(しごと)・仕入(しい)れ・仕組(しく)み・仕返(しかえ)し・仕切(しき)る・仕立(し
た)て・仕方(しかた)ない・給仕(きゅうじ)・宮仕(みやづか)え
63. 使: 하여금 사, 부릴 사, 보낼 시, 하여금 시, シ, つかーう
使者(ししゃ)・使用(しよう)・大使(たいし)・使命(しめい)・使役(しえき)・使(つか)い古
(ふる)す・使(つか)い分(わ)け・使(つか)い捨(す)て
64. 始: 비로소 시, シ, はじーめる・はじーまる
始終(しじゅう)・年始(ねんし)・開始(かいし)・始発(しはつ)・始末(しまつ)・終始(しゅ
うし)・始業式(しぎょうしき)・原始人(げんしじん)・仕事始(しごとはじ)め・始(はじ)ま
り
65. 歯: 이 치, シ, は
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66. 指:

67. 詩:

68. 次:

69. 持:

70. 事:

71. 式:

72. 実:

73. 者:

74. 写:

75. 主:

76. 守:

77. 酒:

78. 取:

79. 受:

80. 州:

81. 終:
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歯科(しか)・乳歯(にゅうし)・義歯(ぎし)・永久歯(えいきゅうし)・門歯(もんし)・歯
車(はぐるま)・入(い)れ歯(ば)・歯形(はがた)・歯切(はぎ)れ
가리킬 지, シ, ゆび・さーす
指示(しじ)・指導(しどう)・指定(してい)・指名(しめい)・指令(しれい)・指揮(しき)・
指先(ゆびさき)・指図(さしず)・名指(なざ)し・目指(めざ)す
시 시, シ, ー
詩情(しじょう)・詩人(しじん)・詩集(ししゅう)・作詩(さくし)・漢詩(かんし)・詩歌(し
か・しいか)・風物詩(ふうぶつし)・定型詩(ていけいし)
버금 차, 머뭇거릴 차, ジ・(シ), つーぐ・つぎ
次回(じかい)・目次(もくじ)・次男(じなん)・次女(じじょ)・次第(しだい)・次(つ)いで・
次々(つぎつぎ)と・相次(あいつ)ぐ・取(と)り次(つ)ぐ
가질 지, ジ, もーつ
持参(じさん)・持続(じぞく)・支持(しじ)・所持品(しょじひん)・持久力(じきゅうりょ
く)・持病(じびょう)・気持(きも)ち・持(も)ち物(もの)・金持(かねも)ち
일 사, ジ・(ズ), こと
事故(じこ)・事実(じじつ)・無事(ぶじ)・大事(だいじ)・行事(ぎょうじ)・火事(かじ)・
食事(しょくじ)・何事(なにごと)・事始(ことはじ)め・仕事(しごと)・出来事(できごと)
법 식, シキ, ー
式典(しきてん)・形式(けいしき)・数式(すうしき)・式場(しきじょう)・公式(こうしき)・
旧式(きゅうしき)・挙式(きょしき)・和式(わしき)・洋式(ようしき)・入学式(にゅうがく
しき)・告別式(こくべつしき)
열매 실, 이를 지, ジツ, み・みのーる
実力(じつりょく)・事実(じじつ)・実験(じっけん)・実行(じっこう)・切実(せつじつ)・
口実(こうじつ)・果実(かじつ)・実(じつ)に・実入(みい)り・実(みの)り
놈 자, シャ, もの
医者(いしゃ)・作者(さくしゃ)・前者(ぜんしゃ)・学者(がくしゃ)・読者(どくしゃ)・王者
(おうしゃ)・勝者(しょうしゃ)・発言者(はつげんしゃ)・第三者(だいさんしゃ)・若者(わ
かもの)・人気者(にんきもの)
베낄 사, シャ, うつーす・うつーる
写真(しゃしん)・写生(しゃせい)・映写(えいしゃ)・書写(しょしゃ)・複写(ふくしゃ)・
模写(もしゃ)・試写会(ししゃかい)・書(か)き写(うつ)す
임금 주, 주인 주, シュ・(ス), ぬし・おも
主人(しゅじん)・主権(しゅけん)・主題(しゅだい)・主張(しゅちょう)・主演(しゅえん)・
主食(しゅしょく)・主人公(しゅじんこう)・家主(いえぬし・やぬし)・地主(じぬし)・
主(おも)に
지킬 수, シュ・ス, まもーる・(もーり)
守備(しゅび)・攻守(こうしゅ)・守衛(しゅえい)・保守(ほしゅ)・死守(ししゅ)・厳守(げ
んしゅ)・留守(るす)・見守(みまも)る・お守(まも)り・子守(こもり)
술 주, シュ, さけ・さか
飲酒(いんしゅ)・洋酒(ようしゅ)・梅酒(うめしゅ)・禁酒(きんしゅ)・日本酒(にほん
しゅ)・酒造業(しゅぞうぎょう)・あま酒(ざけ)・酒場(さかば)・酒(さか)もり
가질 취, シュ, とーる
取材(しゅざい)・採取(さいしゅ)・取得(しゅとく)・先取点(せんしゅてん)・見取(みと)
り図(ず)・横取(よこど)り・取組(とりくみ)・関取(せきとり)・取(と)り引(ひ)き
받을 수, ジュ, うーける・うーかる
受験(じゅけん)・受賞(じゅしょう)・伝受(でんじゅ)・受信(じゅしん)・受講(じゅこう)・
授受(じゅじゅ)・受粉(じゅふん)・受付(うけつけ)・受(う)け身(み)
고을 수, シュウ, (す)
州議会(しゅうぎかい)・州立(しゅうりつ)・六代州(ろくだいしゅう)・本州(ほんしゅう)・
九州(きゅうしゅう)・三角州(さんかくす)
마칠 종, シュウ, おーわる・おーえる
終日(しゅうじつ)・終点(しゅうてん)・最終(さいしゅう)・終始(しゅうし)・終末(しゅう
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まつ)・終業式(しゅうぎょうしき)・終着駅(しゅうちゃくえき)・食(た)べ終(お)える
82. 拾: 주울 습, 열 십, 바꿀 겁, 오를 섭, (シュウ)・(ジュウ), ひろーう
拾得(しゅうとく)・収拾(しゅうしゅう)・拾万円(じゅうまんえん)・拾(ひろ)い物(もの)・拾
(ひろ)い読(よ)み・命拾(いのちびろ)い
83. 習: 익힐 습, シュウ, ならーう
習得(しゅうとく)・習慣(しゅうかん)・練習(れんしゅう)・風習(ふうしゅう)・学習(がく
しゅう)・予習(よしゅう)・復習(ふくしゅう)・自習(じしゅう)・習字(しゅうじ)・手
習(てなら)い・見習(みなら)う
84. 集: 모을 집, シュウ, あつーまる・あつーめる・(つどーう)
集合(しゅうごう)・集結(しゅうけつ)・全集(ぜんしゅう)・集会(しゅうかい)・集団(しゅ
うだん)・集中(しゅうちゅう)・集金(しゅうきん)・採集(さいしゅう)・集(あつ)まり・
集(つど)い
85. 重: 무거울 중, 아이 동, ジュウ・チョウ, (え)・おもーい・かさーねる・かさーなる
重量(じゅうりょう)・重大(じゅうだい)・重視(じゅうし)・体重(たいじゅう)・重病(じゅ
うびょう)・尊重(そんちょう)・貴重(きちょう)・一重(ひとえ)・十重二十重(とえはたえ)・
重荷(おもに)・重(かさ)ね着(ぎ)
86. 住: 살 주, ジュウ, すーむ・すーまう
住所(じゅうしょ)・住宅(じゅうたく)・安住(あんじゅう)・住民(じゅうみん)・移住(いじゅ
う)・住居(じゅうきょ)・在住(ざいじゅう)・衣食住(いしょくじゅう)・仮住(かりず)まい
87. 宿: 잘 숙, 별자리 수, シュク, やど・やどーる・やどーす
宿泊(しゅくはく)・宿題(しゅくだい)・宿命(しゅくめい)・合宿(がっしゅく)・下宿(げしゅ
く)・野宿(のじゅく)・宿敵(しゅくてき)・宿願(しゅくがん)・宿屋(やどや)・雨宿(あま
やど)り
88. 所: 바 소, ショ, ところ
所得(しょとく)・所有(しょゆう)・近所(きんじょ)・名所(めいしょ)・長所(ちょうしょ)・
場所(ばしょ)・住所(じゅうしょ)・所属(しょぞく)・役所(やくしょ)・所持品(しょじひ
ん)・台所(だいどころ)
89. 助: 도울 조, 없앨 서, ジョ, たすーける・たすーかる・(すけ)
助力(じょりょく)・救助(きゅうじょ)・助言(じょげん)・補助(ほじょ)・助手(じょしゅ)・
助走(じょそう)・人助(ひとだす)け・手助(てだす)け・大助(おおだす)かり・助太刀(すけ
だち)
90. 署: 마을 서, ショ, あつーい
暑気(しょき)・寒暑(かんしょ)・残暑(ざんしょ)・暑中見(ちょちゅうみ)まい・暑苦(あつ
くる)しい・蒸(む)し暑(あつ)い
91. 昭: 밝을 소, 비출 조, ショウ, ー
昭和時代(しょうわじだい)
92. 消: 사라질 소, ショウ, きーえる・けーす
消火(しょうか)・消化(しょうか)・消去(しょうきょ)・消灯(しょうとう)・消毒(しょうど
く)・消極的(しょうきょくてき)・立(た)ち消(ぎ)え・消(け)しゴム・消印(けしいん)
93. 章: 글 장, ショウ, ー
憲章(けんしょう)・文章(ぶんしょう)・第一章(だいいっしょう)・記章(きしょう)・市
章(ししょう)・校章(こうしょう)
94. 商: 장사 상, ショウ, (あきなーう)
商売(しょうばい)・商業(しょうぎょう)・商人(しょうにん)・商店(しょうてん)・商品(しょ
うひん)・商社(しょうしゃ)・小売(こう)り商(しょう)・貿易商(ぼうえきしょう)・商(あ
きな)い
95. 勝: 이길 승, ショウ, かーつ・(まさーる)
勝敗(しょうはい)・勝利(しょうり)・優勝(ゆうしょう)・決勝(けっしょう)・勝負(しょう
ぶ)・楽勝(らくしょう)・必勝(ひっしょう)・勝因(しょういん)・勝手(かって)・男勝(お
とこまさ)り
96. 乗: 탈 승, ジョウ, のーる・のーせる
乗車(じょうしゃ)・乗馬(じょうば)・乗客(じょうきゃく)・乗員(じょういん)・便乗(びん
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じょう)・乗用車(じょうようしゃ)・乗(の)り物(もの)・馬乗(うまの)り・相乗(あいの)り
97. 申: 거듭 신, 아홉째 지지 신, (シン), もうーす
内申書(ないしんしょ)・申(もう)し訳(わけ)・申(もう)し出(で)る・申(もう)しこむ・
申(もう)し上(あ)げる
98. 植: 심을 식, 둘 치, ショク, うーえる・うーわる
植樹(しょくじゅ)・植物(しょくぶつ)・植林(しょくりん)・移植(いしょく)・植民地(しょ
くみんち)・植木(うえき)・田植(たう)え
99. 身: 몸 신, 나라 이름 건, シン, み
身体(しんたい)・単身(たんしん)・出身(しゅっしん)・全身(ぜんしん)・自身(じしん)・
独身(どくしん)・身長(しんちょう)・身内(みうち)・身軽(みがる)・親身(しんみ)・中
身(なかみ)・身分(みぶん)
100. 神: 귀신 신, シン・ジン, かみ・(かん)・(こう)
神聖(しんせい)・神経(しんけい)・精神(せいしん)・神社(じんじゃ)・神話(しんわ)・神秘
(しんぴ)・神童(しんどう)・神父(しんぷ)・神様(かみさま)・神主(かんぬし)
101. 深: 깊을 심, シン, ふかーい・ふかーまる・ふかーめる
深山(しんざん)・深夜(しんや)・水深(すいしん)・深刻(しんこく)・深海(しんかい)・深
呼吸(しんこきゅう)・深入(ふかい)り・罪深(つみぶか)さ・深(ふか)み
102. 真: 참 진, シン, ま
真実(しんじつ)・写真(しゃしん)・純真(じゅんしん)・真相(しんそう)・真理(しんり)・
真空(しんくう)・真一文字(まいちもんじ)・真南(まみなみ)・真(ま)っ先(さき)・真心(ま
ごころ)
103. 進: 나아갈 진, 선사 신, シン, すすーむ・すすーめる
進歩(しんぽ)・進級(しんきゅう)・進行(しんこう)・前進(ぜんしん)・行進(こうしん)・
進学(しんがく)・進化(しんか)・進展(しんてん)・発進(はっしん)
104. 世: 인간 세, 대 세, セイ・セ, よ
世紀(せいき)・時世(じせい)・世界(せかい)・世間(せけん)・出世(しゅっせ)・世話(せ
わ)・世代(せだい)・後世(こうせい)・世帯(せたい)・世論(せろん・よろん)・世(よ)の
中(なか)
105. 昔: 예 석, 섞일 착, (セキ)・(シャク), むかし
昔日(せきじつ)・昔年(せきねん)・今昔(こんじゃく)・大昔(おおむかし)・昔話(むかしば
なし)・昔々(むかしむかし)
106. 整: 가지런할 정, セイ, ととのーえる・ととのーう
整理(せいり)・整列(せいれつ)・整備(せいび)・調整(ちょうせい)・整地(せいち)・均
整(きんせい)・整数(せいすう)
107. 全: 온전할 전, ゼン, まったーく
全部(ぜんぶ)・全国(ぜんこく)・全校(ぜんこう)・全然(ぜんぜん)・完全(かんぜん)・全員
(ぜんいん)・全体(ぜんたい)・安全(あんぜん)・健全(けんぜん)・全快(ぜんかい)
108. 送: 보낼 송, ソウ, おくーる
送別(そうべつ)・発送(はっそう)・放送(ほうそう)・運送(うんそう)・送電(そうでん)・
送金(そうきん)・輸送(ゆそう)・送信(そうしん)・見送(みおく)り・送(おく)り手(て)
109. 相: 서로 상, 빌 양, ソウ・(ショウ), あい
相談(そうだん)・真相(しんそう)・人相(にんそう)・相続(そうぞく)・相当(そうとう)・
首相(しゅしょう)・相手(あいて)・相性(あいしょう)・相乗(あいの)り・相次(あいつ)ぐ
110. 想: 생각 상, ソウ・(ソ), ー
想像(そうぞう)・空想(くうそう)・感想(かんそう)・連想(れんそう)・予想(よそう)・愛想
(あいそ・あいそう)・思想(しそう)・追想(ついそう)・理想(りそう)・回想(かいそう)・
夢想(むそう)
111. 息: 쉴 식, ソク, いき
休息(きゅうそく)・消息(しょうそく)・子息(しそく)・生息(せいそく)・利息(りそく)・
たの息(いき)・息苦(いきぐる)しい・息巻(いきま)く
112. 族: 겨레 족, 풍류 가락 주, ゾク, ー
一族(いちぞく)・家族(かぞく)・親族(しんぞく)・民族(みんぞく)・貴族(きぞく)・血
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族(けつぞく)・種族(しゅぞく)・遺族(いぞく)・水族館(すいぞくかん)
113. 速: 빠를 속, ソク, はやーい・はやーめる・(すみーやか)
速度(そくど)・速達(そくたつ)・速記(そっき)・時速(じそく)・急速(きゅうそく)・速
報(そくほう)・加速(かそく)・減速(げんそく)・風速(ふうそく)・高速道路(こうそくどう
ろ)
114. 他: 다를 타, タ, ー
他人(たにん)・他国(たこく)・他力(たりき)・自他(じた)・他県(たけん)・他校(たこう)・
他方(たほう)・他山(たざん)の石(いし)・その他(た)
115. 打: 칠 타, ダ, うーつ
打楽器(だがっき)・打者(だしゃ)・打破(だは)・安打(あんだ)・乱打(らんだ)・打開(だか
い)・打席(だせき)・打算的(ださんてき)・値打(ねう)ち・舌打(したう)ち
116. 待: 기다릴 대, タイ, まーつ
待機(たいき)・期待(きたい)・招待(しょうたい)・接待(せったい)・待望(たいぼう)・待
合室(まちあいしつ)・待(ま)ち遠(どお)しい
117. 対: 대할 대, タイ・(ツイ), ー
対立(たいりつ)・対話(たいわ)・対決(たいけつ)・絶対(ぜったい)・反対(はんたい)・対談
(たいだん)・対応(たいおう)・対象(たいしょう)・対照的(たいしょうてき)・対策(たいさ
く)・一対(いっつい)
118. 代: 대신할 대, ダイ・タイ, かーわる・かーえる・よ・(しろ)
代理(だいり)・世代(せだい)・代表(だいひょう)・現代(げんだい)・時代(じだい)・交
代(こうたい)・代(か)わり・神代(かみよ)・千代紙(ちよがみ)・代物(しろもの)
119. 第: 차례 제, ダイ, ー
第一位(だいいちい)・第一走者(だいいちそうしゃ)・第二次(だいにじ)・第三者(だいさん
しゃ)・第六感(だいろっかん)・落第(らくだい)
120. 炭: 솣 탄, タン, すみ
炭鉱(たんこう)・木炭(もくたん)・石炭(せきたん)・炭水化物(たんすいかぶつ)・二酸化
炭素(にさんかたんそ)・炭火(すみび)・消(け)し炭(ずみ)・炭俵(すみだわら)
121. 題: 제목 제, ダイ, ー
題名(だいめい)・題材(だいざい)・問題(もんだい)・出題(しゅつだい)・話題(わだい)・
例題(れいだい)・宿題(しゅくだい)・主題(しゅだい)・本題(ほんだい)・課題(かだい)
122. 短: 짧을 단, タン, みじかーい
短歌(たんか)・短気(たんき)・短所(たんしょ)・短文(たんぶん)・短縮(たんしゅく)・短
時間(たんじかん)・一長一短(いっちょういったん)・手短(てみじか)
123. 着: 붙을 착, 나타날 저, チャク・(ジャク), きーり・きーせる・つーく・つーける
着地(ちゃくち)・愛着(あいちゃく)・定着(ていちゃく)・密着(みっちゃく)・横着(おうちゃ
く)・着物(きもの)・上着(うわぎ)・着(き)かざる・船着(ふなつ)き場(ば)・落(お)ち
着(つ)く
124. 談: 말씀 담, ダン, ー
談話(だんわ)・談判(だんぱん)・相談(そうだん)・縁談(えんだん)・対談(たいだん)・雑談
(ざつだん)・会談(かいだん)・面談(めんだん)・余談(よだん)・美談(びだん)
125. 注: 부을 주, 주를 달 주, チュウ, そそーぐ
注文(ちゅうもん)・注意(ちゅうい)・注目(ちゅうもく)・発注(はっちゅう)・注射(ちゅう
しゃ)・注記(ちゅうき)・頭注(とうちゅう)・注(そそ)ぎ口(ぐち)・降(ふ)り注(そそ)ぐ
126. 柱: 기둥 주, 버틸 주, チュウ, はしら
支柱(しちゅう)・円柱(えんちゅう)・電柱(でんちゅう)・門柱(もんちゅう)・鉄柱(てっちゅ
う)・火柱(ひばしら)・大黒柱(だいこくばしら)・貝柱(かいばしら)・しも柱(ばしら)
127. 帳: 장막 장, チョウ, ー
帳面(ちょうめん)・手帳(てちょう)・通帳(つうちょう)・台帳(だいちょう)・地図帳(ちず
ちょう)・日記帳(にっきちょう)・雑記帳(ざっきちょう)・帳消(ちょうけ)し
128. 丁: 고무래 정, 장정 정, チョウ・(テイ), ー
丁重(ていちょう)・丁字路(ていじろ)・落丁(らくちょう)・一丁目(いっちょうめ)・包
丁(ほうちょう)
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129. 調: 고를 조, 아침 주, チョウ, しらーべる・(ととのーう)・(ととのーえる)
調和(ちょうわ)・調子(ちょうし)・調査(ちょうさ)・好調(こうちょう)・口調(くちょう)・
調理(ちょうり)・調整(ちょうせい)・調節(ちょうせつ)・笛(ふえ)の調(しら)べ・下調(し
たしら)べ
130. 追: 쫓을 추, 따를 추, 갈 퇴, 따를 수, ツイ, おーう
追加(ついか)・追放(ついほう)・追求(ついきゅう)・追究(ついきゅう)・追想(ついそう)・
追従(ついじゅう)・追従(ついしょう)・追(お)い風(かぜ)・追(お)い出(だ)す
131. 庭: 뜰 정, テイ, にわ
庭園(ていえん)・校庭(こうてい)・家庭(かてい)・庭先(にわさき)・中庭(なかにわ)・箱庭
(はこにわ)・石庭(せきてい・いしにわ)
132. 定: 정할 정, 이마 정, テイ・ジョウ, さだーめる・さだーまる・(さだーか)
定価(ていか)・安定(あんてい)・決定(けってい)・予定(よてい)・定員(ていいん)・未
定(みてい)・定休日(ていきゅうび)・定石(じょうせき)・案(あん)の定(じょう)・定(さ
だ)め
133. 笛: 피리 적, テキ, ふえ
汽笛(きてき)・警笛(けいてき)・草笛(くさぶえ)・角笛(つのぶえ)・麦笛(むぎぶえ)・横笛
(よこぶえ)
134. 鉄: 쇠 철, テツ, ー
鉄道(てつどう)・鉄筋(てっきん)・鉄橋(てっきょう)・鋼鉄(こうてつ)・鉄板(てっぱん)・
鉄柱(てっちゅう)・鉄管(てっかん)・鉄則(てっそく)・私鉄(してつ)・地下鉄(ちかてつ)
135. 都: 도읍 도, 못 지, ト・ツ, みやこ
都会(とかい)・都市(とし)・首都(しゅと)・都立(とりつ)・都心(としん)・古都(こと)・
都度(つど)・都合(つごう)
136. 転: 구를 전, テン, ころーがる・ころーげる・ころーがす・ころーぶ
転校(てんこう)・転落(てんらく)・回転(かいてん)・運転(うんてん)・横転(おうてん)・
逆転(ぎゃくてん)・転居(てんきょ)・栄転(えいてん)・転機(てんき)・自転車(じてん
しゃ)
137. 度: 법 도, 헤아릴 탁, 살 택, ド・(ト)・(タク), (たび)
温度(おんど)・制度(せいど)・限度(げんど)・今度(こんど)・程度(ていど)・都度(つど)・
極度(きょくど)・度胸(どきょう)・支度(したく)・度重(たびかさ)なる
138. 投: 던질 투, 머무를 두, トウ, なーげる
投資(とうし)・投書(とうしょ)・投手(とうしゅ)・暴投(ぼうとう)・投票(とうひょう)・
投石(とうせき)・力投(りきとう)・投下(とうか)・輪投(わな)げ・身投(みな)げ
139. 島: 섬 도, トウ, しま
島民(とうみん)・半島(はんとう)・列島(れっとう)・本島(ほんとう)・無人島(むじんと
う)・群島(ぐんとう)・小島(こじま)・島国(しまぐに)・はなれ島(じま)
140. 豆: 콩 두, トウ・ズ, まめ
納豆(なっとう)・大豆(だいず)・豆電球(まめでんきゅう)・枝豆(えだまめ)・豆(まめ)つ
ぶ
141. 湯: 끓일 탕, 물이 세차게 흐를 상, 해돋이 양, トウ, ゆ
湯治(とうじ)・熱湯(ねっとう)・銭湯(せんとう)・給湯(きゅうとう)・長湯(ながゆ)・湯水
(ゆみず)・湯気(ゆげ)・湯(ゆ)わかし
142. 登: 오를 등, トウ・ト, のぼーり
登校(とうこう)・登場(とうじょう)・登記(とうき)・登板(とうばん)・登録(とうろく)・
登頂(とうちょう)・登山(とざん)・山登(やまのぼ)り
143. 動: 움직일 동, ドウ, うごーく・うごーかす
動物(どうぶつ)・動作(どうさ)・動力(どうりょく)・活動(かつどう)・運動(うんどう)・
鳴動(めいどう)・移動(いどう)・感動(かんどう)・行動(こうどう)・動機(どうき)・動(う
ご)き
144. 等: 무리 등, トウ, ひとーしい
等分(とうぶん)・等級(とうきゅう)・平等(びょうどう)・対等(たいとう)・上等(じょうと
う)・同等(どうとう)・高等(こうとう)・等号(とうごう)・均等(きんとう)・一等賞(いっ
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とうしょう)
145. 童: 아이 동, 땅 이름 종, ドウ, (わらべ)
童話(どうわ)・童心(どうしん)・児童(じどう)・学童(がくどう)・悪童(あくどう)・童
顔(どうがん)・神童(しんどう)・童歌(わらべうた)
146. 農: 농사 농, ノウ, ー
農家(のうか)・農業(のうぎょう)・農場(のうじょう)・農村(のうそん)・農民(のうみん)・
農夫(のうふ)・農作物(のうさくぶつ)
147. 配: 나눌 배, 짝 배, ハイ, くばーる
配分(はいぶん)・配列(はいれつ)・交配(こうはい)・心配(しんぱい)・配布(はいふ)・手配
(てはい)・配達(はいたつ)・支配(しはい)・気配(きくば)り
148. 波: 물결 파, 방죽 피, ハ, なみ
電波(でんぱ)・寒波(かんぱ)・波長(はちょう)・波乱(はらん)・波状(はじょう)・脳波(の
うは)・高波(たかなみ)・波間(なみま)・波風(なみかぜ)・波立(なみだ)つ
149. 倍: 곱 배, 등질 패, バイ, ー
倍率(ばいりつ)・倍増(ばいぞう)・倍加(ばいか)・倍数(ばいすう)・倍額(ばいがく)・人
一倍(ひといちばい)
150. 箱: 상자 상, ー, はこ
箱庭(はこにわ)・筆箱(ふでばこ)・巣箱(すばこ)・空(あ)き箱(ばこ)・薬箱(くすりばこ)・
貯金箱(ちょきんばこ)・重箱(じゅうばこ)・本箱(ほんばこ)
151. 発: 필 발, ハツ・(ホツ), ー
発明(はつめい)・発表(はっぴょう)・発生(はっせい)・発売(はつばい)・出発(しゅっぱ
つ)・発作(ほっさ)
152. 畑: 화전 전, ー, はた・はたけ
畑作(はたさく)・田畑(たはた)・畑(はたけ)ちがい・麦畑(むぎばたけ)・茶畑(ちゃばた
け)・花畑(はなばたけ)・焼(や)き畑(はた)・畑仕事(はたけしごと)
153. 反: 돌이킬 반, 돌아올 반, 어려울 반, 삼갈 판, ハン・(ホン)・(タン), そーる・そーらす
反映(はんえい)・反対(はんたい)・反感(はんかん)・反省(はんせい)・反逆(はんぎゃく)・
反面(はんめん)・反旗(はんき)・反応(はんのう)・反物(たんもの)・反(そ)り返(かえ)る
154. 坂: 언덕 판, (ハン), さか
急坂(きゅうはん)・坂道(さかみち)・上(のぼ)り坂(ざか)・下(くだ)り坂(ざか)
155. 皮: 가죽 피, ヒ, かわ
皮(ひ)ふ・皮肉(ひにく)・樹皮(じゅひ)・皮革製品(ひかくせいひん)・毛皮(けがわ)・帯皮
(おびかわ)・化(ば)けの皮(かわ)
156. 板: 널빤지 판, ハン・バン, いた
鉄板(てっぱん)・黒板(こくばん)・看板(かんばん)・板書(ばんしょ)・登板(とうばん)・
伝言板(でんごんばん)・回覧板(かいらんばん)・羽子板(はごいた)・板前(いたまえ)
157. 悲: 슬플 비, ヒ, かなーしい・かなーしむ
悲劇(ひげき)・悲鳴(ひめい)・悲運(ひうん)・悲願(ひがん)・悲観的(ひかんてき)・悲
喜(ひき)こもごも・悲(かな)しがる
158. 美: 아름다울 미, ビ, うつくーしい
美術(びじゅつ)・美人(びじん)・美点(びてん)・美化(びか)・美声(びせい)・美徳(びと
く)・美談(びだん)・優美(ゆうび)・賛美(さんび)・美(うつく)しさ
159. 筆: 붓 필, ヒツ, ふで
筆記(ひっき)・筆頭(ひっとう)・筆順(ひつじゅん)・毛筆(もうひつ)・達筆(たっぴつ)・
筆者(ひっしゃ)・筆算(ひっさん)・筆記用具(ひっきようぐ)・絵筆(えふで)・筆入(ひで
う)れ
160. 鼻: 코 비, (ビ), はな
鼻水(はなみず)・鼻血(はなぢ)・鼻歌(はなうた)・鼻先(はなさき)・鼻声(はなごえ)・目
鼻立(めはなだ)ち・耳鼻科(じびか)
161. 氷: 얼음 빙, 엉길 응, ヒョウ, こおり・(ひ)
氷山(ひょうざん)・氷点(ひょうてん)・氷河(ひょうが)・氷点下(ひょうてんか)・樹氷(じゅ
ひょう)・流氷(りゅうひょう)・結氷(けっぴょう)・氷水(こおりみず)・氷雨(ひさめ)
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162. 表: 겉 표, 시계 표, ヒョウ, おもて・おらわーす・あらわーれる
表面(ひょうめん)・表紙(ひょうし)・表現(ひょうげん)・表札(ひょうさつ)・表情(ひょう
じょう)・年表(ねんぴょう)・辞表(じひょう)・代表(だいひょう)・発表(はっぴょう)・表門
(おもてもん)・裏表(うらおもて)
163. 病: 병 병, ビョウ・(ヘイ), (やむ)・やまい
病気(びょうき)・病院(びょういん)・病人(びょうにん)・病弱(びょうじゃく)・病室(びょ
うしつ)・持病(じびょう)・重病(じゅうびょう)・看病(かんびょう)・難病(なんびょう)・
急病(きゅうびょう)・病(や)み付(つ)き
164. 秒: 분초 초, 까끄라기 묘, ビョウ, ー
秒針(びょうしん)・秒速(びょうそく)・秒読(びょうよ)み・寸秒(すんびょう)・毎秒(まい
びょう)・一分一秒(いっぷんいちびょう)
165. 品: 물건 품, ヒン, しな
作品(さくひん)・上品(じょうひん)・食品(しょくひん)・部品(ぶひん)・薬品(やくひん)・
新品(しんぴん)・日用品(にちようひん)・品行方正(ひんこうほうせい)・品物(しなもの)・
手品(てじな)
166. 負: 질 부, フ, まーける・まーかす・おーう
負傷(ふしょう)・負担(ふたん)・自負(じふ)・勝負(しょうぶ)・負(ま)け戦(いくさ)・夏負
(なつま)け・負(お)い目(め)・背負(せお)う
167. 服: 옷 복, フク, ー
服装(ふくそう)・服従(ふくじゅう)・服毒(ふくどく)・洋服(ようふく)・制服(せいふく)・
衣服(いふく)・冬服(ふゆふく)・承服(しょうふく)・私服(しふく)・一服(いっぷく)
168. 部: 떼 부, 거느릴 부, ブ, ー
部分(ぶぶん)・部首(ぶしゅ)・部品(ぶひん)・部署(ぶしょ)・全部(ぜんぶ)・細部(さい
ぶ)・西部(せいぶ)・軍部(ぐんぶ)・本部(ほんぶ)・内部(ないぶ)・部屋(へや)*
169. 福: 복 복, 간직할 부, フク, ー
福徳(ふくとく)・福利(ふくり)・福笑(ふくわら)い・福引(ふくび)き・祝福(しゅくふく)・
大福(だいふく)・幸福(こうふく)・福(ふく)の神(かみ)・七福神(しちふくじん)
170. 物: 물건 물, ブツ・モツ, もの
物質(ぶっしつ)・動物(どうぶつ)・人物(じんぶつ)・荷物(にもつ)・食物(しょくもつ)・
進物(しんもつ)・物語(ものがたり)・品物(しなもの)・物知(ものし)り・着物(きもの)
171. 返: 돌이킬 반, ヘン, かえーす・かえーる
返事(へんじ)・返礼(へんれい)・返答(へんとう)・返送(へんそう)・返品(へんぴん)・返済
(へんさい)・仕返(しかえ)し・恩返(おんがえ)し・ね返(がえ)り・若返(わかがえ)る
172. 平: 평평할 평, 다스릴 편, ヘイ・ビョウ, たいーら・ひら
平面(へいめん)・平和(へいわ)・平野(へいや)・公平(こうへい)・平易(へいい)・平等(びょ
うどう)・平(タイ)らげる・平手(ひらて)・平仮名(ひらがな)・平屋(ひらや)
173. 勉: 힘쓸 면, ベン, ー
勉強(べんきょう)・勉強机(べんきょうづくえ)・勉学(べんがく)・勤勉(きんべん)
174. 放: 놓을 방, ホウ, はなーす・はなーつ・はなーれる
放送(ほうそう)・放火(ほうか)・追放(ついほう)・解放(かいほう)・放置(ほうち)・放課後
(ほうかご)・放射能(ほうしゃのう)・手放(てばな)す・開(あ)け放(はな)つ
175. 命: 목숨 명, メイ・(ミョウ), いのち
命令(めいれい)・命名(めいめい)・運命(うんめい)・生命(せいめい)・使命(しめい)・人命
(じんめい)・任命(にんめい)・革命(かくめい)・命拾(いのちびろ)い
176. 味: 맛 미, 광택 매, ミ, あじ・あじーわう
味覚(みかく)・味方(みかた)・意味(いみ)・興味(きょうみ)・賞味(しょうみ)・地味(じ
み)・不気味(ぶきみ)・味(あじ)わい・味見(あじみ)
177. 面: 낯 면, 밀가루 면, メン, (おも)・(おもて)・(つら)
面会(めんかい)・面積(めんせき)・顔面(がんめん)・方面(ほうめん)・場面(ばめん)・表面
(ひょうめん)・画面(がめん)・面長(おもなが)・細面(ほそおもて)・鼻面(はなづら)
178. 問: 물을 문, モン, とーう・とーい・とん
問題(もんだい)・学問(がくもん)・訪問(ほうもん)・質問(しつもん)・設問(せつもん)・
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難問(なんもん)・疑問(ぎもん)・問(と)いただす・問屋(とんや)
179. 薬: 약 약, ヤク, くすり
薬局(やっきょく)・薬品(やくひん)・火薬(かやく)・農薬(のうやく)・新薬(しんやく)・
毒薬(どくやく)・目薬(めぐすり)・薬指(くすりゆび)・飲(の)み薬(ぐすり)
180. 役: 부릴 역, ヤク・(エキ), ー
役所(やくしょ)・役目(やくめ)・役者(やくしゃ)・役人(やくにん)・役割(やくわり)・役立
(やくだ)つ・配役(はいやく)・主役(しゅやく)・上役(うわやく)・使役(しえき)
181. 由: 말미암을 유, 여자의 웃는 모양 요, ユ・ユウ・(ユイ), (よし)
由来(ゆらい)・経由(けいゆ)・自由(じゆう)・自由形(じゆうがた)・自由行動(じゆうこう
どう)・理由(りゆう)
182. 有: 있을 유, ユウ・(ウ), あーる
有益(ゆうえき)・所有(しょゆう)・有名(ゆうめい)・有料(ゆうりょう)・有力(ゆうりょ
く)・特有(とくゆう)・共有(きょうゆう)・固有(こゆう)・有無(うむ)・有(あ)り金(がね)
183. 油: 기름 유, ユ, あぶら
油田(ゆでん)・油断(ゆだん)・石油(せきゆ)・原油(げんゆ)・重油(じゅうゆ)・給油(きゅ
うゆ)・灯油(とうゆ)・食用油(しょくようあぶら)・油絵(あぶらえ)・ごま油(あぶら)
184. 遊: 놀 유, ユウ・(ユ), あそーぶ
遊牧(ゆうぼく)・遊泳(ゆうえい)・遊具(ゆうぐ)・遊歩道(ゆうほどう)・遊園地(ゆうえん
ち)・外遊(がいゆう)・遊山(ゆさん)・水遊(みずあそ)び
185. 予: 나 여, 줄 여, 미리 예, ヨ, ー
予定(よてい)・予習(よしゅう)・予感(よかん)・予言(よげん)・予算(よさん)・予防(よぼ
う)・予想(よそう)・予期(よき)・予告(よこく)・予約(よやく)
186. 洋: 큰 바다 양, ヨウ, ー
洋服(ようふく)・洋風(ようふう)・洋式(ようしき)・洋食(ようしょく)・洋裁(ようさい)・
洋室(ようしつ)・洋画(ようが)・西洋(せいよう)・太平洋(たいへいよう)・海洋(かいよ
う)
187. 羊: 양 양, ヨウ, ひつじ
羊毛(ようもう)・羊(よう)かん・羊皮紙(ようひし)・牧羊(ぼくよう)・子羊(こひつじ)・
羊雲(ひつじぐも)・羊飼(ひつじか)い
188. 葉: 잎 엽, 땅 이름 섭, 책 접, ヨウ, は
葉緑素(ようりょくそ)・落葉(らくよう)・紅葉(こうよう)・針葉樹(しんようじゅ)・広葉樹
(こうようじゅ)・若葉(わかば)・葉桜(はざくら)・松葉(まつば)・落(お)ち葉(ば)
189. 陽: 볕 양, ヨウ, ー
陽光(ようこう)・陽性(ようせい)・陽気(ようき)・太陽(たいよう)・太陽系(たいようけ
い)・山陽地方(さんようちほう)
190. 落: 떨어질 락, 떨어질 낙, ラク, おーちる・おーとす
落下(らっか)・落語(らくご)・落第(らくだい)・落葉(らくよう)・落日(らくじつ)・落
選(らくせん)・段落(だんらく)・集落(しゅうらく)・落(お)ち着(つ)く
191. 様: 모양 양, ヨウ, さま
様式(ようしき)・様子(ようす)・模様(もよう)・同様(どうよう)・多様化(たようか)・各
人各様(かくじんかくよう)・お客様(きゃくさま)・神様(かみさま)・王様(おうさま)
192. 流: 흐를 류, 흐를 유, リュウ・(ル), ながーれる・ながーす
流行(りゅうこう)・流域(りゅういき)・流氷(りゅうひょう)・急流(きゅうりゅう)・清
流(せいりゅう)・電流(でんりゅう)・海流(かいりゅう)・流転(るてん)・流(なが)れ星(ぼ
し)
193. 旅: 나그네 려, 나그네 여, リョ, たび
旅行(りょこう)・旅情(りょじょう)・旅客(りょきゃく)・旅館(りょかん)・旅費(りょひ)・
旅先(たびさき)・旅人(たびびと)・旅路(たびじ)・船旅(ふなたび)・旅立(たびだ)つ
194. 緑: 푸를 록, 푸를 녹, リョク・(ロク), みどり
緑茶(りょくちゃ)・緑地(りょくち)・新緑(しんりょく)・緑化(りょっか)・葉緑素(ようりょ
くそ)・常緑樹(じょうりょくじゅ)・緑青(ろくしょう)・緑色(みどりいろ)・黄緑(きみど
り)
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195. 両: 두 량, 두 양, リョウ, ー
両親(りょうしん)・両手(りょうて)・両方(りょうほう)・両立(りょうりつ)・両側(りょう
がわ)・両面(りょうめん)・両論(りょうろん)・両成敗(りょうせいばい)・車両(しゃりょ
う)・千両(せんりょう)
196. 礼: 예도 례, 예도 예, レイ・(ライ), ー
礼状(れいじょう)・謝礼(しゃれい)・敬礼(けいれい)・朝礼(ちょうれい)・失礼(しつれ
い)・無礼(ぶれい)・祭礼(さいれい)・非礼(ひれい)・目礼(もくれい)・礼賛(らいさん)
197. 列: 벌일 렬, 벌일 열, レツ, ー
列車(れっしゃ)・列島(れっとう)・列挙(れっきょ)・序列(じょれつ)・配列(はいれつ)・
参列(さんれつ)・整列(せいれつ)・行列(ぎょうれつ)・隊列(たいれつ)
198. 路: 길 로, 길 노, 울짱 락, 울짱 낙, ロ, じ
路上(ろじょう)・路地(ろじ)・路線(ろせん)・道路(どうろ)・遠路(えんろ)・街路(がい
ろ)・航路(こうろ)・通学路(つうがくろ)・家路(いえじ)・旅路(たびじ)
199. 練: 익힐 련, 익힐 연, レン, ねーる
練習(れんしゅう)・訓練(くんれん)・試練(しれん)・熟練(じゅくれん)・洗練(せんれん)・練
(ね)り歩(ある)く
200. 和: 화할 화, ワ・(オ), (やわーらぐ)・(やわーらげる)・(なごーむ)・(なごーやか)
和解(わかい)・和歌(わか)・平和(へいわ)・調和(ちょうわ)・和室(わしつ)・和紙(わし)・
和語(わご)・和音(わおん)
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