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朝鮮語基礎語彙—動詞編 

 

金 美仙 

東京外国語大学非常勤講師 

野間 秀樹 

東京外国語大学大学院教授 

 

 このリストは教材作成や評価テスト作成の参考に供するよう，朝鮮の学習に必要な基礎

語彙を選定したものである．次の 2 種からなる： 

 

（１） 朝鮮語の基礎的な動詞一覧 

（２） 学習書に現れる朝鮮語の動詞一覧 

 

（１）は語彙をハングル字母順に配列，重要度（★★最重要 －無印），意味別大分類と小

分類を付した。（２）は 10 種の学習書に現れる動詞を調査したものである。検定試験基準

も併せて調査した。「行く」や「会う」にあたる朝鮮語の動詞は，ここで調査した 10 種の

学習書全てに現れている一方で，1 種にしか出現しない動詞もある，といったことを見るこ

とができる。 

 

   ●基礎語彙集・動詞  見出し語順  

番号 日本語複数項目 頻度 朝鮮語 大項目 小項目 

4690 育てる ★ 가꾸다 生老病死 生老病死 07 

4457 行く ★★ 가다 移動と往来 移動 01 

4114 閉じ込める．囲う  가두다 出し入れ 出し入れ 05 

4507 沈む．静まる  가라앉다 移動と往来 移動 50 

4062 分ける ★ 가르다 破壊と離合 分離 12 

4586 教える ★★ 가르치다 精神活動 学習 08 

4281 選ぶ．選り好みする  가리다 選択と用意 選択 03 

4649 指す ★ 가리키다 精神活動 聴覚 06 

4265 持って行く ★★ 가져가다 やりもらい 授受 23 

4266 持って来る ★★ 가져오다 やりもらい 授受 24 

4227 持つ ★★ 가지다 取り扱い 保持 01 

3991 加える ★ 가하다 増減と付着 増減 16 

4228 大切にとっておく．しまう ★ 간직=하다 取り扱い 保持 02 

4291 耕す ★ 갈다 選択と用意 用意 06 

4243 替える ★ 갈다 やりもらい 授受 01 

4092 磨く．研ぐ ★ 갈다 変形と加工 加工 01 

『インターネット技術を活用したマルチリンガル言語運用教育システムと教育手法の研究』, 

基盤(B)(2) 課題番号 14310218, 東京外国語大学, 2005, 204-235. 
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4420 着替える  갈아입다 動作 衣服 04 

4214 乗り換える ★ 갈아타다 取り扱い 昇降 11 

4148 巻く ★ 감다 打撃と圧迫 縛り 01 

4426 洗う(髪を)  감다 動作 身嗜み 01 

4593 有り難い．感謝する ★★ 감사=하다 精神活動 喜怒哀楽 01 

4117 隠す ★ 감추다 出し入れ 出し入れ 08 

4458 行って来る ★★ 갔다오다 移動と往来 移動 02 

4233 持つ ★ 갖다 取り扱い 保持 07 

4267 持っていってやる ★ 갖다주다 やりもらい 授受 25 

4231 備える．整える  갖추다 取り扱い 保持 05 

4262 返す．報いる ★ 갚다 やりもらい 授受 20 

3965 晴れる ★ 개다 生成と変動 現象 01 

4464 ぶらつく  거닐다 移動と往来 移動 08 

4118 収める ★ 거두다 出し入れ 出し入れ 09 

4519 手助けする ★ 거들다 対人行動 対人行動 03 

4537 逆らう．つりを払う  거스르다 対人行動 対人行動 21 

4496 経る ★ 거치다 移動と往来 移動 39 

4504 渡る ★★ 건너다 移動と往来 移動 47 

4161 弄る．手を触れる  건드리다 取り扱い 扱い 05 

4461 歩く ★★ 걷다 移動と往来 移動 05 

4224 掛ける ★★ 걸다 取り扱い 負荷 08 

4512 掛かる ★ 걸리다 移動と往来 変移 02 

4222 （縄や紐で）背負う  걸머지다 取り扱い 負荷 06 

4515 渡る  걸치다 移動と往来 変移 05 

4225 引っ掛ける．着る  걸치다 取り扱い 負荷 09 

4449 腰掛ける  걸터앉다 動作 動作 22 

4620 狙う  겨누다 精神活動 思考 11 

4342 経験する ★ 겪다 行動 成就 22 

4346 我慢する．持ちこたえる ★ 견디다 行動 努力 03 

4516 重なる  겹치다 移動と往来 変移 06 

4395 （骨や肉を）煮込む  고다 飲食と料理 料理 09 

4660 待ち焦がれる．  고대=하다 精神活動 心 02 

4279 選ぶ ★★ 고르다 選択と用意 選択 01 

4577 怒鳴る．叫ぶ  고함(을)치다 言語活動 言語活動 24 

4090 転がる ★ 구르다 変形と加工 変位 04 

4251 求める．手に入れる ★ 구하다 やりもらい 授受 09 

4521 救う ★ 구하다 対人行動 対人行動 05 

4431 振る．舞うする．させる ★ 굴다 動作 動作 04 

4386 飢える．食を欠かす ★ 굶다 飲食と料理 飲食 14 

4387 焼く ★★ 굽다 飲食と料理 料理 01 

4668 勧める ★ 권하다 精神活動 心 10 

4655 可愛がる  귀여워=하다 精神活動 愛憎 06 

4324 そうする ★★ 그러다 行動 成就 04 

4555 (…と）言う ★★ 그러다 言語活動 言語活動 02 

4651 恋い慕う．思い焦がれる ★ 그리다 精神活動 愛憎 02 

4406 描く ★★ 그리다 生産 生産 01 
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4652 懐しがる．慕う  그리워=하다 精神活動 愛憎 03 

3939 止める ★★ 그만=두다 生成と変動 時間 13 

3938 止む．止める  그치다 生成と変動 時間 12 

4100 掻く ★ 긁다 変形と加工 加工 09 

4407 引く（線を） ★ 긋다 生産 生産 02 

4469 這う ★ 기다 移動と往来 移動 13 

4659 待つ ★★ 기다리다 精神活動 心 01 

4691 育てる．飼う ★ 기르다 生老病死 生老病死 08 

4091 傾く ★ 기울다 変形と加工 変位 05 

4422 繕う．接ぎ当てする  깁다 動作 衣服 06 

4053 剥く ★ 까다 破壊と離合 分離 03 

4601 忘れる  까먹다 精神活動 記憶 03 

4056 削る．刈る．まける（値を） ★★ 깎다 破壊と離合 分離 06 

4171 敷く ★ 깔다 取り扱い 扱い 15 

4039 割る．こわす ★ 깨다 破壊と離合 破壊 01 

4366 覚める． ★ 깨다 行動 生理 07 

4580 悟る ★ 깨닫다 精神活動 学習 02 

4120 取り出す ★ 꺼내다 出し入れ 出し入れ 11 

4041 折る ★ 꺾다 破壊と離合 破壊 03 

4218 抱きしめる  껴안다 取り扱い 負荷 02 

4414 綯う，縒る  꼬다 生産 生産 09 

4084 曲がる ★ 꼬부라지다 変形と加工 変形 13 

4135 抓る  꼬집다 打撃と圧迫 打撃 08 

4352 身動きできない  꼼짝=못하다 行動 行動 05 

4608 指折り数える  꼽다 精神活動 計算 02 

4102 挿す ★ 꽂다 変形と加工 刺す 01 

4260 借りる ★ 꾸다 やりもらい 授受 18 

4626 見る（夢を） ★ 꾸다 精神活動 視覚 03 

4408 飾る ★ 꾸미다 生産 生産 03 

4525 叱る ★ 꾸짖다 対人行動 対人行動 09 

4103 通す（穴に）  꿰다 変形と加工 刺す 02 

4423 縫う．繕う  꿰매다 動作 衣服 07 

4019 消す ★★ 끄다 増減と付着 増減 44 

4440 肯く．こっくりさせる  끄덕이다 動作 動作 13 

4061 解く．外す ★ 끄르다 破壊と離合 分離 11 

4043 断つ．切る ★★ 끊다 破壊と離合 破壊 05 

4071 切れる．途絶える．絶える ★ 끊어=지다 破壊と離合 離合 07 

4174 引っ張る．引きずる ★ 끌다 取り扱い 扱い 18 

3951 沸く ★ 끓다 生成と変動 変化 08 

4450 跪く  꿇다 動作 動作 23 

3952 沸かす  끓이다 生成と変動 変化 09 

3941 終える ★ 끝내다 生成と変動 時間 15 

4107 挟む．嵌める ★ 끼다 変形と加工 刺す 06 

3973 (霧等が)かかる．立ち込める  끼다 生成と変動 現象 09 

4108 挟む．嵌める  끼우다 変形と加工 刺す 07 

4661 掛ける（迷惑を） ★ 끼치다 精神活動 心 03 
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4470 出て行く．出かける．出る ★★ 나가다 移動と往来 移動 14 

4063 分ける ★★ 나누다 破壊と離合 分離 13 

4704 病気になる ★ 병(이)나다 生老病死 生老病死 21 

3969 輝く．光る  빛(이)나다 生成と変動 現象 05 

4605 思い出される．思い出す ★ 생각(이)나다 精神活動 記憶 07 

4595 浮かれる．嬉しくなる ★ 신(이)나다 精神活動 喜怒哀楽 03 

4657 飽きる．嫌気がさす ★ 싫증(이)나다 精神活動 愛憎 08 

4320 大騒ぎになる ★ 야단(이)나다 被害 被害 10 

4591 欲しくなる  탐(이)나다 精神活動 願望 03 

4313 酷い目に会う ★ 혼(이)나다 被害 被害 03 

4596 腹が立つ ★ 화(가)나다 精神活動 喜怒哀楽 04 

4597 腹を立てる ★ 화(를)내다 精神活動 喜怒哀楽 05 

4463 出歩く  나다니다 移動と往来 移動 07 

4192 運ぶ ★ 나르다 取り扱い 移送 01 

4526 叱る．咎める．諌める  나무라다 対人行動 対人行動 10 

4471 出る．進み出る ★ 나서다 移動と往来 移動 15 

4472 進む  나아가다 移動と往来 移動 16 

4475 出る．出てくる ★★ 나오다 移動と往来 移動 19 

4246 釣る ★ 낚다 やりもらい 授受 04 

4505 飛ぶ ★★ 날다 移動と往来 移動 48 

4184 残す ★ 남기다 取り扱い 扱い 28 

4065 残る．余る ★★ 남다 破壊と離合 離合 01 

4207 下げる．低める ★ 낮추다 取り扱い 昇降 04 

4409 生む ★★ 낳다 生産 生産 04 

3960 治る ★ 낫다 生成と変動 変化 17 

4123 出す．取り出す  내놓다 出し入れ 出し入れ 14 

4119 出す ★★ 내다 出し入れ 出し入れ 10 

4634 （外を）見る  내다=보다 精神活動 視覚 11 

4166 投げ付ける．見捨てる  내던지다 取り扱い 扱い 10 

4635 見下ろす  내려다=보다 精神活動 視覚 12 

4482 降りる．降る．降ろす ★★ 내리다 移動と往来 移動 26 

4124 突き出す．出す  내밀다 出し入れ 出し入れ 15 

4483 越える ★★ 넘다 移動と往来 移動 27 

4089 転ぶ．倒れる ★ 넘어=지다 変形と加工 変位 03 

3988 溢れる．余る．過ぎる ★ 넘치다 増減と付着 増減 13 

4110 入れる ★★ 넣다 出し入れ 出し入れ 01 

4466 遊び回る  노닐다 移動と往来 移動 10 

4638 睨み付ける  노려보다 精神活動 視覚 15 

4619 狙う  노리다 精神活動 思考 10 

3957 溶ける ★ 녹다 生成と変動 変化 14 

3958 溶かす．（体を）温める  녹이다 生成と変動 変化 15 

4349 遊ぶ．休む ★★ 놀다 行動 行動 02 

4664 驚く ★★ 놀라다/놀래다 精神活動 心 06 

4204 高める．高くする  높이다 取り扱い 昇降 01 

4181 置く ★★ 놓다 取り扱い 扱い 25 

4669 安心する ★ 마음(을)놓다 精神活動 心 11 
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4603 逃す ★ 놓치다 精神活動 記憶 05 

4183 ほうっておく ★ 놔두다/놓아두다 取り扱い 扱い 27 

4143 押さえる．押さえつける ★ 누르다 打撃と圧迫 圧迫 02 

4662 （幸せなどを）享ける  누리다 精神活動 心 04 

4425 刺し縫いする  누비다 動作 衣服 09 

4451 横たわる．寝そべる ★ 눕다 動作 動作 24 

4665 悔やむ．悔いる  뉘우치다 精神活動 心 07 

4663 感ずる ★★ 느끼다 精神活動 心 05 

3977 増える．伸びる ★ 늘다 増減と付着 増減 02 

3978 増える  늘어나다 増減と付着 増減 03 

4697 老いる ★★ 늙다 生老病死 生老病死 14 

3989 凌駕する  능가=하다 増減と付着 増減 14 

3934 遅れる ★ 늦어=지다 生成と変動 時間 08 

4474 近づいて来る ★ 다가오다 移動と往来 移動 18 

4459 行って来る ★ 다녀오다 移動と往来 移動 03 

4462 通う．行き来する ★★ 다니다 移動と往来 移動 06 

4498 辿り着く．至る  다다르다 移動と往来 移動 41 

4187 扱う ★ 다루다 取り扱い 扱い 31 

4147 アイロン掛けする  다리다 打撃と圧迫 圧迫 06 

4444 （口を）閉じる．噤む  다물다 動作 動作 17 

4518 治める  다스리다 対人行動 対人行動 02 

4666 念を押す．（心に）誓う  다짐=하다 精神活動 心 08 

4700 怪我をする．痛める ★★ 다치다 生老病死 生老病死 17 

4533 争う ★ 다투다 対人行動 対人行動 17 

4337 尽くす．尽きる  다하다 行動 成就 17 

4500 迫る  닥치다 移動と往来 移動 43 

4093 磨く．拭う ★★ 닦다 変形と加工 加工 02 

4683 諦める ★ 단념=하다 精神活動 心 25 

4078 閉める．閉じる ★★ 닫다 変形と加工 変形 07 

4079 閉まる ★ 닫히다 変形と加工 変形 08 

4001 付ける．吊るす．量る ★ 달다 増減と付着 増減 26 

3944 変わる ★ 달라=지다 生成と変動 変化 02 

4538 宥める．あやす  달래다 対人行動 対人行動 22 

4484 走る．走らせる ★★ 달리다 移動と往来 移動 28 

4024 付く．ぶら下がる．かかる ★ 달리다 増減と付着 付着 03 

4485 逃げる ★ 달아나다 移動と往来 移動 29 

4393 煮詰める．煎じる  달이다 飲食と料理 料理 07 

4501 達する ★ 달하다 移動と往来 移動 44 

4298 似る ★★ 닮다 合致 適不適 04 

4014 擦り減る  닳다 増減と付着 増減 39 

4196 漬ける．浸す  담그다 取り扱い 移送 05 

4002 盛る ★ 담다 増減と付着 増減 27 

4175 引っ張る．操り上げる ★ 당기다 取り扱い 扱い 19 

4312 やられる．当たる ★★ 당하다 被害 被害 02 

4353 慌てる．うろたえる ★ 당황=하다 行動 行動 06 

4502 届く．着く．触れる ★ 닿다 移動と往来 移動 45 
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3933 間に合う ★ 대다 生成と変動 時間 07 

4136 当てる．付ける．向ける ★ 대다 打撃と圧迫 打撃 09 

4287 備える  대비=하다 選択と用意 用意 02 

4534 対する ★ 대하다 対人行動 対人行動 18 

4164 辿る．手探りする  더듬다 取り扱い 扱い 08 

3992 足す．もっとだ ★ 더하다 増減と付着 増減 17 

4005 足す．もっとだ ★ 더하다 増減と付着 増減 30 

4165 投げる．投じる ★ 던지다 取り扱い 扱い 09 

4008 （数を）引く．減らす  덜다 増減と付着 増減 33 

4006 減らす ★ 덜하다 増減と付着 増減 31 

4535 食って掛かる．突っかかる  덤비다 対人行動 対人行動 19 

4177 覆う．被せる．伏せる ★ 덮다 取り扱い 扱い 21 

4543 連れる ★★ 데리다 対人行動 対人行動 27 

4399 （食物や液体を）温める  데우다 飲食と料理 料理 13 

4394 湯掻く  데치다 飲食と料理 料理 08 

4486 逃げる ★ 도망(을)치다 移動と往来 移動 30 

4520 手伝う．助ける ★★ 도와주다 対人行動 対人行動 04 

4705 （病が）ぶり返す  도지다 生老病死 生老病死 21 

4476 回る ★★ 돌다 移動と往来 移動 20 

4261 （借りたものを）返す ★ 돌려주다 やりもらい 授受 19 

4168 回す ★ 돌리다 取り扱い 扱い 12 

4522 面倒を見る．世話をする  돌보다 対人行動 対人行動 06 

4477 帰る．回る ★★ 돌아가다 移動と往来 移動 21 

4708 
お亡くなりになる．お帰りにな

る 
★ 돌아가시다 生老病死 生老病死 24 

4478 帰る．帰って来る．回り来る ★★ 돌아오다 移動と往来 移動 22 

4643 振り向く  돌아보다 精神活動 視覚 20 

4642 振り返る ★ 돌이켜보다 精神活動 視覚 19 

4606 振り返る  돌이키다 精神活動 記憶 08 

4523 手助けする．手伝う．助ける ★ 돕다 対人行動 対人行動 07 

4322 なる．できる．よい．…である ★★ 되다 行動 成就 02 

4310 主である  주(가)되다 合致 適不適 16 

3931 繰り返す ★ 되풀이=하다 生成と変動 時間 05 

4679 （胸が）どきどきする  두근거리다 精神活動 心 21 

4182 置く ★★ 두다 取り扱い 扱い 26 

4133 叩く ★ 두드리다 打撃と圧迫 打撃 06 

4134 （続けて）叩く  두들기다 打撃と圧迫 打撃 07 

4150 巡らす．巡る．回す ★ 두르다 打撃と圧迫 縛り 03 

4637 見回す  둘러보다 精神活動 視覚 14 

4151 取り囲む．巡る ★ 둘러싸다 打撃と圧迫 縛り 04 

4170 ひっくり返す  뒤집다 取り扱い 扱い 14 

4264 差し上げる ★★ 드리다 やりもらい 授受 22 

4375 召し上がる ★★ 드시다 飲食と料理 飲食 03 

4644 聞く．聴く ★★ 듣다 精神活動 聴覚 01 

4299 効く ★ 듣다 合致 適不適 05 

4205 挙げる．持つ ★★ 들다 取り扱い 昇降 02 
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3986 入る ★★ 들다 増減と付着 増減 11 

4374 頂く（食べること） ★ 들다 飲食と料理 飲食 02 

4255 （金が）掛かる ★★ 들다 やりもらい 授受 13 

4045 （刃物が）切れる ★ 들다 破壊と離合 破壊 07 

4703 病む ★ 병(이)들다 生老病死 生老病死 20 

4698 年を取る ★ 나이(가)들다 生老病死 生老病死 15 

4314 骨が折れる．大変だ ★ 힘(이)들다 被害 被害 04 

4480 立ち寄る ★ 들르다 移動と往来 移動 24 

4645 聞こえる ★ 들리다 精神活動 聴覚 02 

4631 覗き込む  들여다보다 精神活動 視覚 08 

4379 飲み干す  들이켜다 飲食と料理 飲食 07 

4331 ばれる．見つかる  들키다 行動 成就 11 

4139 踏む  디디다 打撃と圧迫 打撃 12 

4051 摘む．（点を）取る ★ 따다 破壊と離合 分離 01 

4531 従う．ついて行く．ついて来る ★★ 따르다 対人行動 対人行動 15 

4112 (酒などを)注ぐ  따르다 出し入れ 出し入れ 03 

4524 糾す．突き詰める  따지다 対人行動 対人行動 08 

4156 (髪を)編む  땋다 打撃と圧迫 縛り 09 

4129 ぶつ．殴る ★★ 때리다 打撃と圧迫 打撃 02 

4508 発つ．去る ★★ 떠나다 移動と往来 移動 51 

4574 騒ぐ ★ 떠들다 言語活動 言語活動 21 

4070 落ちる．離れる ★★ 떨어지다 破壊と離合 離合 06 

4208 落とす ★ 떨어트리다 取り扱い 昇降 05 

4433 震える．震わす ★ 떨다 動作 動作 06 

4565 無駄口を叩く  수다(를)떨다 言語活動 言語活動 12 

4434 震える ★ 떨리다 動作 動作 07 

4052 剥がす．離す ★ 떼다 破壊と離合 分離 02 

4046 （穴を）開ける．打ち抜く  뚫다 破壊と離合 破壊 08 

4430 跳ぶ．跳ねる．走る．駆ける ★★ 뛰다 動作 動作 03 

4443 （眼を）開ける ★ 뜨다 動作 動作 16 

4121 掬う．汲む  뜨다 出し入れ 出し入れ 12 

4413 （毛糸で）編む  뜨다 生産 生産 08 

4514 浮かぶ．（月や日が）出る ★ 뜨다 移動と往来 変移 04 

4055 千切る．毟る．爪弾く ★ 뜯다 破壊と離合 分離 05 

4198 浮かべる．(手紙を)出す  띄우다 取り扱い 移送 07 

4146 （帯を）締める．帯びる ★ 띠다 打撃と圧迫 圧迫 05 

4286 準備する．整える ★ 마련=하다 選択と用意 用意 01 

3946 乾く．渇く．痩せる ★ 마르다 生成と変動 変化 04 

4377 飲む．（空気などを）吸う ★★ 마시다 飲食と料理 飲食 05 

4289 誂える ★ 마추다 選択と用意 用意 04 

3942 終える ★ 마치다 生成と変動 時間 16 

4178 塞ぐ ★ 막다 取り扱い 扱い 22 

4080 塞がる．詰まる ★ 막히다 変形と加工 変形 09 

4540 会う．（事故などに）遭う ★★ 만나다 対人行動 対人行動 24 

4410 作る．（…に）する ★★ 만들다 生産 生産 05 

4162 弄る．触る ★★ 만지다 取り扱い 扱い 06 
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4149 巻く ★ 말다 打撃と圧迫 縛り 02 

3940 止める ★★ 말다 生成と変動 時間 14 

3947 乾かす．干す ★ 말리다 生成と変動 変化 06 

4550 やめさせる．止める ★ 말리다 対人行動 対人行動 34 

4556 言う ★★ 말=하다 言語活動 言語活動 03 

4027 壊れる ★ 망가지다 破壊と離合 崩壊 01 

4675 躊躇する．躊躇う ★ 망설이다 精神活動 心 17 

4029 滅びる．潰れる．駄目になる  망하다 破壊と離合 崩壊 03 

4295 合う．遭う．殴られる ★★ 맞다 合致 適不適 01 

4528 叱られる ★ 야단(을)맞다 対人行動 対人行動 12 

4541 （人や時を）迎える  맞이=하다 対人行動 対人行動 25 

3999 合わせる ★ 맞추다 増減と付着 増減 24 

4245 預ける．任せる ★ 맡기다 やりもらい 授受 03 

4367 （匂い・香りを）嗅ぐ ★ 맡다 行動 生理 08 

4343 引受ける．預かる．受ける ★ 맡다 行動 成就 23 

4152 結ぶ．（ネクタイを）締める ★ 매다 打撃と圧迫 縛り 05 

4513 ぶら下がる．縋る  매달리다 移動と往来 変移 03 

4153 結ぶ ★ 맺다 打撃と圧迫 縛り 06 

4381 （口に）含む．（涙を）のむ  머금다 飲食と料理 飲食 09 

4066 留まる．泊まる ★ 머무르다 破壊と離合 離合 02 

4373 食べる．飲む食う ★★ 먹다 飲食と料理 飲食 01 

4699 年を取る ★ 나이(를)먹다 生老病死 生老病死 16 

4673 決心する．心に決める ★ 마음(을)먹다 精神活動 心 15 

4693 食べさせる．食わす ★ 먹이다 生老病死 生老病死 10 

4318 食われる  먹히다 被害 被害 08 

3937 止まる．止める ★ 멈추다 生成と変動 時間 11 

4226 担ぐ ★ 메다 取り扱い 負荷 10 

4116 埋める  메우다 出し入れ 出し入れ 07 

4284 免れる．逃れる  면하다 選択と用意 選択 06 

4604 肝に銘ずる ★ 명심=하다 精神活動 記憶 06 

4622 知らない．分からない ★★ 모르다 精神活動 思考 13 

4544 （目上の人と）共にする ★★ 모시다 対人行動 対人行動 28 

3993 集める ★★ 모으다 増減と付着 増減 18 

3994 集まる ★ 모이다 増減と付着 増減 19 

4302 足りない ★★ 모자라다 合致 適不適 08 

4491 追う駆る．運転する ★ 몰다 移動と往来 移動 34 

3995 押し寄せる．殺到する  몰리다 増減と付着 増減 20 

4333 …できない．…しない ★★ 못하다 行動 成就 13 

4030 崩れる ★ 무너지다 破壊と離合 崩壊 04 

4341 (危険などを)冒す．押し切る  무릅쓰다 行動 成就 21 

4676 怖がる ★ 무서워=하다 精神活動 心 18 

4400 （野菜等を）和える  무치다 飲食と料理 料理 14 

4348 泊まる ★ 묵다 行動 行動 01 

4154 縛る．ゆわえる．くくる ★ 묶다 打撃と圧迫 縛り 07 

4163 擦る  문지르다 取り扱い 扱い 07 

4023 付く．引っ付く ★ 묻다 増減と付着 付着 02 
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4115 埋める ★ 묻다 出し入れ 出し入れ 06 

4560 訊く．問う．尋ねる ★★ 묻다 言語活動 言語活動 07 

4242 噛む．銜える  물다 取り扱い 保持 16 

4254 弁償する ★ 물다 やりもらい 授受 12 

4094 染める ★ 물들이다 変形と加工 加工 03 

4479 引き下がる．退く  물러가다 移動と往来 移動 23 

4317 噛まれる．刺される  물리다 被害 被害 07 

4285 退ける．追い払う  물리치다 選択と用意 選択 07 

4357 固まる．団結する．固める  뭉치다 行動 行動 10 

3935 延ばす ★ 미루다 生成と変動 時間 09 

3963 狂う  미치다 生成と変動 変化 20 

4010 及ぼす．及ぶ．届く ★ 미치다 増減と付着 増減 35 

4670 信じる ★★ 믿다 精神活動 心 12 

4142 押す．推す ★ 밀다 打撃と圧迫 圧迫 01 

4244 取りかえる．かえる ★★ 바꾸다 やりもらい 授受 02 

3945 変わる．とり変わる ★ 바뀌다 生成と変動 変化 03 

4589 望む ★ 바라다 精神活動 願望 01 

4636 眺める．見渡す ★ 바라보다 精神活動 視覚 13 

4095 塗る ★ 바르다 変形と加工 加工 04 

4269 捧げる ★ 바치다 やりもらい 授受 27 

4106 嵌める．（釘を）打つ  박다 変形と加工 刺す 05 

4404 捏ねる．練る  반죽=하다 飲食と料理 料理 18 

3968 煌く．瞬く  반짝이다 生成と変動 現象 04 

4653 惚れる  반하다 精神活動 愛憎 04 

4274 受ける．受け取る．貰う ★★ 받다 やりもらい 授受 32 

4530 甘やかす  응석(을)받다 対人行動 対人行動 14 

4275 受け入れる  받아들이다 やりもらい 授受 33 

4588 明らかにする  밝히다 精神活動 学習 10 

4138 踏む ★ 밟다 打撃と圧迫 打撃 11 

4025 染み付く．染み込む  배다 増減と付着 付着 04 

4579 学ぶ．教わる ★★ 배우다 精神活動 学習 01 

4368 （つばなどを）吐く  뱉다 行動 生理 09 

4194 捨てる．駄目になる ★★ 버리다 取り扱い 移送 03 

4359 持ちこたえる．頑張る．陣取る  버티다 行動 行動 12 

3981 （枝や蔓などが）伸びる  벋어나가다 増減と付着 増減 06 

4278 稼ぐ．儲ける ★ 벌다 やりもらい 授受 36 

4075 開ける．広げる ★ 벌리다 変形と加工 変形 04 

4054 剥く．脱がす  벗기다 破壊と離合 分離 04 

4421 脱ぐ．（眼鏡を）外す ★★ 벗다 動作 衣服 05 

4488 抜け出す．逃れる  벗어나다 移動と往来 移動 31 

4044 切る ★ 베다 破壊と離合 破壊 06 

4452 （枕を）する．枕にする ★ 베다 動作 動作 25 

4270 施す．（よく）してあげる ★ 베풀다 やりもらい 授受 28 

3943 変わる ★ 변하다 生成と変動 変化 01 

4271 送る．行かせる ★★ 보내다 やりもらい 授受 29 

4624 見る．会う．（試験を）受ける ★★ 보다 精神活動 視覚 01 
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4380 味わう ★ 맛(을)보다 飲食と料理 飲食 08 

4548 見合いをする  선(을)보다 対人行動 対人行動 32 

4248 買物する ★ 장(을)보다 やりもらい 授受 06 

4625 見せる．見える ★★ 보이다 精神活動 視覚 02 

4273 足しにする．補う  보태다 やりもらい 授受 31 

4390 炒める．（豆を）炒る  볶다 飲食と料理 料理 04 

4581 見習う．模範とする  본받다 精神活動 学習 03 

4542 お目にかかる ★★ 뵙다 対人行動 対人行動 26 

4677 恥ずかしがる ★ 부끄러워=하다 精神活動 心 19 

4438 ぶつかる．ぶつける ★ 부딪치다 動作 動作 11 

4031 折れる ★ 부러지다 破壊と離合 崩壊 05 

4042 折る  부러트리다 破壊と離合 破壊 04 

4561 呼ぶ．読み上げる．歌う ★★ 부르다 言語活動 言語活動 08 

4529 甘える  응석(을)부리다 対人行動 対人行動 13 

4640 （目を）剥く  부릅뜨다 精神活動 視覚 17 

4186 使う．働かせる．する ★ 부리다 取り扱い 扱い 30 

4028 壊れる．砕ける ★ 부서지다 破壊と離合 崩壊 02 

4047 砕く．壊す  부수다/부시다 破壊と離合 破壊 09 

4223 （脇から）支える  부축=하다 取り扱い 負荷 07 

4272 送る．（手紙を）出す ★ 부치다 やりもらい 授受 30 

4388 （フライパンなどで）焼く  부치다 飲食と料理 料理 02 

3983 膨らむ  부풀다 増減と付着 増減 08 

3975 吹く ★★ 불다 生成と変動 現象 11 

4356 混みあう ★ 붐비다 行動 行動 09 

4111 注ぐ ★ 붓다 出し入れ 出し入れ 02 

3984 腫れる．むくむ ★ 붓다 増減と付着 増減 09 

4022 付く．受かる ★★ 붙다 増減と付着 付着 01 

4003 付ける．（ポスターを）貼る ★★ 붙이다 増減と付着 増減 28 

4545 捕まえる．掴む  붙잡다 対人行動 対人行動 29 

4618 例える．比べる  비기다 精神活動 思考 09 

4562 皮肉る．捻る  비꼬다 言語活動 言語活動 09 

4015 空く．空だ ★ 비다 増減と付着 増減 40 

4085 歪む．捩じれる  비뚤어지다 変形と加工 変形 14 

3930 初めとする  비롯=하다 生成と変動 時間 04 

4160 擦る．混ぜる ★ 비비다 取り扱い 扱い 04 

4018 空ける．留守にする ★ 비우다 増減と付着 増減 43 

3966 照る．映る ★ 비치다 生成と変動 現象 02 

4489 退く．どける ★ 비키다 移動と往来 移動 32 

4437 よろめく  비틀거리다 動作 動作 10 

4083 捩る．捻る  비틀다 変形と加工 変形 12 

4617 比べる ★ 비하다 精神活動 思考 08 

4351 ぶらぶらする．ごろごろする  빈둥거리다 行動 行動 04 

4672 祈る．詫びる ★ 빌다 精神活動 心 14 

4258 貸す．貸してくれる ★★ 빌려주다 やりもらい 授受 16 

4259 借りる ★★ 빌리다 やりもらい 授受 17 

4300 逸れる．外れる  빗나가다 合致 適不適 06 
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4427 （髪を）梳かす．梳く ★ 빗다 動作 身嗜み 02 

4416 醸す．もたらす  빚다 生産 生産 11 

4016 抜ける．溺れる．陥る ★ 빠지다 増減と付着 増減 41 

4059 抜かす．落とす ★ 빠트리다 破壊と離合 分離 09 

4200 （洗濯物を）洗う ★★ 빨다 取り扱い 洗浄 01 

4382 吸う．しゃぶる ★ 빨다 飲食と料理 飲食 10 

4402 碾く．粉にする  빻다 飲食と料理 料理 16 

4020 抜く．取る．除く ★★ 빼다 増減と付着 増減 45 

4316 奪われる．取られる ★ 빼앗기다 被害 被害 06 

4252 奪う ★ 빼앗다 やりもらい 授受 10 

3980 伸びる．伸ばす ★ 뻗다 増減と付着 増減 05 

4077 伸ばす ★ 뻗치다 変形と加工 変形 06 

3982 伸ばす  뻗치다 増減と付着 増減 07 

4680 自慢する．鼻にかける  뽐내다 精神活動 心 22 

4021 （引き）抜く．選ぶ ★★ 뽑다 増減と付着 増減 46 

4126 撒く．ばらまく．振りかける ★ 뿌리다 出し入れ 出し入れ 17 

4127 振り払う．はらいのける  뿌리치다 出し入れ 出し入れ 18 

4547 付き合う ★ 사귀다 対人行動 対人行動 31 

4249 買う ★★ 사다 やりもらい 授受 07 

4546 生け捕る．虜にする  사로잡다 対人行動 対人行動 30 

4684 生きる．暮らす．住む ★★ 살다 生老病死 生老病死 01 

4627 （よく）見る．探る．見回す ★ 살펴보다 精神活動 視覚 04 

4629 察する．探る．窺う ★ 살피다 精神活動 視覚 06 

4391 茹でる．煮る ★ 삶다 飲食と料理 料理 05 

4612 （…と）する．見做す ★ 삼다 精神活動 思考 03 

4283 慎む．控える．遠慮する ★ 삼가다 選択と用意 選択 05 

4378 飲み込む ★ 삼키다 飲食と料理 飲食 06 

4293 相当する．相当だ．可成りだ ★ 상당=하다 合致 依拠 02 

3962 痛む．傷つく ★ 상하다 生成と変動 変化 19 

4097 刻む．彫る  새기다 変形と加工 加工 06 

3971 （夜が）明ける ★ 새다 生成と変動 現象 07 

4017 漏れる ★ 새다 増減と付着 増減 42 

4610 思う．考える ★★ 생각=하다 精神活動 思考 01 

4445 立つ．建つ．止まる ★★ 서다 動作 動作 18 

4456 逆立ちする  물구나무(를)서다 動作 動作 29 

4358 列を作る ★ 줄(을)서다 行動 行動 11 

3932 急ぐ．慌てる ★ 서두르다 生成と変動 時間 06 

4465 うろつく  서성거리다 移動と往来 移動 09 

4067 混ざる ★ 섞이다 破壊と離合 離合 03 

4598 怒る．腹を立てる  성내다 精神活動 喜怒哀楽 06 

4607 数える ★★ 세다 精神活動 計算 01 

4169 立てる．建てる．止める ★★ 세우다 取り扱い 扱い 13 

4311 騙される ★ 속다 被害 被害 01 

4563 囁く ★ 속삭이다 言語活動 言語活動 10 

4309 騙す．誤魔化す ★ 속이다 合致 適不適 15 

4294 属する  속하다 合致 依拠 03 
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4087 聳える．わき出る  솟다 変形と加工 変位 01 

4678 恥ずかしがる．はにかむ  수줍어=하다 精神活動 心 20 

4442 （頭を）下げる．垂れる  숙이다 動作 動作 15 

4195 隠す ★ 숨기다 取り扱い 移送 04 

4490 隠れる ★ 숨다 移動と往来 移動 33 

4350 休む．休める ★★ 쉬다 行動 行動 03 

4026 染み込む．染み入る  스며들다 増減と付着 付着 05 

4510 過る．掠める．擦れる  스치다 移動と往来 移動 53 

3964 錆付く  녹(이)슬다 生成と変動 変化 21 

4315 苦しめられる．苛まれる  시달리다 被害 被害 05 

4032 萎れる  시들다 破壊と離合 崩壊 06 

3928 始まる ★ 시작=되다 生成と変動 時間 02 

3927 始める．始まる ★★ 시작=하다 生成と変動 時間 01 

4424 仮縫いする  시치다 動作 衣服 08 

4552 させる．注文する ★★ 시키다 対人行動 対人行動 36 

3955 冷める ★ 식다 生成と変動 変化 12 

3956 冷ます．冷やす  식히다 生成と変動 変化 13 

4419 履く ★ 신다 動作 衣服 03 

4209 載せる ★ 싣다 取り扱い 昇降 06 

4212 載る ★ 실리다 取り扱い 昇降 09 

4656 嫌う．嫌がる ★ 싫어=하다 精神活動 愛憎 07 

4109 植える ★ 심다 変形と加工 刺す 08 

4172 包む．（弁当を）作る ★★ 싸다 取り扱い 扱い 16 

4532 戦う．喧嘩する．争う ★★ 싸우다 対人行動 対人行動 16 

4216 積む ★ 쌓다 取り扱い 昇降 13 

4033 腐る．虫歯になる ★ 썩다 破壊と離合 崩壊 07 

4131 撃つ．射る ★ 쏘다 打撃と圧迫 打撃 04 

4467 ほっつき歩く  쏘다니다 移動と往来 移動 11 

4125 こぼす．吐き出す．注ぐ ★ 쏟다 出し入れ 出し入れ 16 

4069 零れる．降り注ぐ ★★ 쏟아지다 破壊と離合 離合 05 

4509 （風などに）当たる．当てる  쐬다 移動と往来 移動 52 

4701 疼く．痛む ★ 쑤시다 生老病死 生老病死 18 

4185 使う ★★ 쓰다 取り扱い 扱い 29 

4567 書く ★★ 쓰다 言語活動 言語活動 14 

4418 被る．さす．(眼鏡を)かける ★ 쓰다 動作 衣服 02 

4345 骨折る．苦労する ★ 애(를)쓰다 行動 努力 02 

4344 力を尽くす．頑張る  힘(을)쓰다 行動 努力 01 

4158 撫でる ★ 쓰다듬다 取り扱い 扱い 02 

4088 倒れる ★★ 쓰러지다 変形と加工 変位 02 

4202 掃く．一掃する  쓸다 取り扱い 洗浄 03 

4384 噛む ★ 씹다 飲食と料理 飲食 12 

4201 洗う．拭う ★★ 씻다 取り扱い 洗浄 02 

4681 惜しむ．大切にする ★ 아끼다 精神活動 心 23 

4571 申し上げる  아뢰다 言語活動 言語活動 18 

3961 （傷などが）癒える  아물다 生成と変動 変化 18 

4217 抱く ★ 안다 取り扱い 負荷 01 
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4448 座る．（鳥などが）止まる ★★ 앉다 動作 動作 21 

4621 知る．知っている．分かる ★★ 알다 精神活動 思考 12 

4587 知らせる ★ 알리다 精神活動 学習 09 

4296 相応しい．適当だ  알맞다 合致 適不適 02 

4646 聞き取る．聞いてわかる ★ 알아듣다 精神活動 聴覚 03 

4559 言い当てる  알아맞히다 言語活動 言語活動 06 

4582 調べる．当たってみる  알아보다 精神活動 学習 04 

4623 気づく  알아차리다 精神活動 思考 14 

4702 患う．病む．痛める ★ 앓다 生老病死 生老病死 19 

3929 先立つ  앞서다 生成と変動 時間 03 

4503 追い越す．追い抜く  앞지르다 移動と往来 移動 46 

4301 外れる．ずれる．行き違う ★ 어긋나다 合致 適不適 07 

4308 違える．破る．背く  어기다 合致 適不適 14 

4326 どうする．どのようにする  어떡하다 行動 成就 06 

4539 労わる．慰める．撫でる  어루만지다 対人行動 対人行動 23 

4159 撫でる．労わる  어루만지다 取り扱い 扱い 03 

4297 似合う．合う．付き合う ★ 어울리다 合致 適不適 03 

4327 どうする ★ 어쩌다 行動 成就 07 

4210 載せる ★ 얹다 取り扱い 昇降 07 

4276 貰う．得る．(部屋を)借りる ★★ 얻다 やりもらい 授受 34 

3953 凍る ★ 얼다 生成と変動 変化 10 

3954 凍らせる  얼리다 生成と変動 変化 11 

4219 おんぶする．背負う ★ 업다 取り扱い 負荷 03 

4009 無くす．除く  없애다 増減と付着 増減 34 

4454 
腹ばいになる．うつぶせにな

る 
 엎드리다 動作 動作 27 

4453 前のめりになる．倒れる  엎어지다 動作 動作 26 

4611 思う見做す ★ 여기다 精神活動 思考 02 

4696 痩せる．痩せこける  여위다 生老病死 生老病死 13 

4572 申し上げる．お伺いする ★ 여쭙다 言語活動 言語活動 19 

4155 編む．編纂する ★ 엮다 打撃と圧迫 縛り 08 

4072 開く．開ける ★★ 열다 変形と加工 変形 01 

4074 開かれる．あく ★ 열리다 変形と加工 変形 03 

4647 立ち聞きする．盗み聞きする  엿듣다 精神活動 聴覚 04 

4630 盗み見る．窺う  엿보다 精神活動 視覚 07 

4654 可愛がる  예뻐=하다 精神活動 愛憎 05 

4473 来る．（雤・雪が）降る ★★ 오다 移動と往来 移動 17 

4481 上がる．のぼる ★★ 오르다 移動と往来 移動 25 

4193 移す ★ 옮기다 取り扱い 移送 02 

4493 移る．（病が）うつる ★ 옮다 移動と往来 移動 36 

4460 立ち寄って帰る  왔다가다 移動と往来 移動 04 

4536 そっぽを向く．顔をそむける  외면=하다 対人行動 対人行動 20 

4583 覚える．諳んずる．暗記する ★★ 외우다 精神活動 学習 05 

4573 叫ぶ ★ 외치다 言語活動 言語活動 20 

4632 仰ぎ見る  우러러보다 精神活動 視覚 09 

4370 泣く．鳴く ★★ 울다 行動 生理 11 
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3974 鳴る．響く．泣かせる ★ 울리다 生成と変動 現象 10 

4432 動く．動かす ★★ 움직이다 動作 動作 05 

4436 （身を）竦める．縮ませる  움츠리다 動作 動作 09 

4237 鷲掴みにする  움켜쥐다 取り扱い 保持 11 

4553 笑わせる ★ 웃기다 対人行動 対人行動 37 

4371 笑う ★★ 웃다 行動 生理 12 

3990 上回る  웃돌다 増減と付着 増減 15 

4590 願う．望む ★ 원하다 精神活動 願望 02 

4229 大事にする．…のために ★ 위하다 取り扱い 保持 03 

4570 詠む．詠ずる  읊다 言語活動 言語活動 17 

4671 頼る ★ 의지=하다 精神活動 心 13 

4292 依る ★ 의하다 合致 依拠 01 

4329 勝つ．打ち勝つ ★ 이기다 行動 成就 09 

4211 (運ぶために頭に)載せる  이다 取り扱い 昇降 08 

4323 こうする ★ 이러다 行動 成就 03 

4335 成す．果たす．遂げる ★ 이루다 行動 成就 15 

4334 遂げる．成す．成し遂げる ★ 이룩=하다 行動 成就 14 

4557 言う．言いつける ★ 이르다 言語活動 言語活動 04 

4497 至る．着く ★ 이르다 移動と往来 移動 40 

4687 熟する．実る．慣れている ★ 익다 生老病死 生老病死 04 

4584 慣れる ★ 익숙해지다 精神活動 学習 06 

4389 （よく）焼く．煮る．熟させる  익히다 飲食と料理 料理 03 

4585 慣らす．覚える ★ 익히다 精神活動 学習 07 

4614 認める．認定する ★ 인정=하다 精神活動 思考 05 

4447 起こる．起きる．起き上がる ★★ 일어나다 動作 動作 20 

4446 立ち上がる ★★ 일어서다 動作 動作 19 

4206 起こす．引き起こす ★ 일으키다 取り扱い 昇降 03 

4578 呼ぶ．称する．称える ★ 일컫다 言語活動 言語活動 25 

4569 読む．読み取る ★★ 읽다 言語活動 言語活動 16 

4602 無くす．失う ★★ 잃다 精神活動 記憶 04 

4417 着る．穿く被る ★★ 입다 動作 衣服 01 

4004 繋ぐ．継ぐ ★ 잇다 増減と付着 増減 29 

4599 忘れる ★ 잊다 精神活動 記憶 01 

4600 忘れる．忘れてしまう．無くす ★★ 잊어버리다 精神活動 記憶 02 

4360 眠る ★★ 자다 行動 生理 01 

4686 育つ ★ 자라다 生老病死 生老病死 03 

4064 切る．切りとる ★ 자르다 破壊と離合 分離 14 

4455 ひっくり返る  자빠지다 動作 動作 28 

4339 うまくいく．よくできる ★ 잘되다 行動 成就 19 

4303 うまくいかない ★ 잘못=되다 合致 適不適 09 

4304 間違える．うまくできない ★ 잘못=하다 合致 適不適 11 

4338 うまくする．上手だ．よくする ★ 잘하다 行動 成就 18 

4179 （錠を）掛ける ★ 잠그다 取り扱い 扱い 23 

4197 漬ける．浸す  잠그다 取り扱い 移送 06 

4235 掴む．握る．捕まえる ★★ 잡다 取り扱い 保持 09 

4376 召し上がる ★★ 잡수시다 飲食と料理 飲食 04 
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4319 捕まえられる  잡히다 被害 被害 09 

4288 準備する．入手する  장만=하다 選択と用意 用意 03 

4551 寝せる  재우다 対人行動 対人行動 35 

4609 測る ★ 재다 精神活動 計算 03 

4566 ぺちゃくちゃしゃべる  재잘거리다 言語活動 言語活動 13 

4325 ああする ★ 저러다 行動 成就 05 

3972 暮れる ★ 저물다 生成と変動 現象 08 

4332 しでかす．(厄介を)起こす ★ 저지르다 行動 成就 12 

4568 書き込む．記録する ★ 적다 言語活動 言語活動 15 

3949 濡らす ★ 적시다 生成と変動 変化 06 

4268 伝える．渡す ★ 전하다 やりもらい 授受 26 

4401 塩漬けにする  절이다 飲食と料理 料理 15 

4517 接する  접하다 対人行動 対人行動 01 

4189 掻き混ぜる．漕ぐ  젓다 取り扱い 扱い 33 

4441 （首を）振る  젓다 動作 動作 14 

4674 決める ★ 정하다 精神活動 心 16 

3948 濡れる ★ 젖다 生成と変動 変化 05 

4144 締める．せがむ．強請る ★ 조르다 打撃と圧迫 圧迫 03 

4392 （魚や芋を）煮付ける．煮る  조리다 飲食と料理 料理 06 

4145 (緩んだものを)締める ★ 조이다 打撃と圧迫 圧迫 04 

4361 居眠りする．うとうとする ★ 졸다 行動 生理 02 

4363 眠い．眠たい ★ 졸리다 行動 生理 04 

3959 良くなる ★ 좋아=지다 生成と変動 変化 16 

4650 好きだ．好む ★★ 좋아=하다 精神活動 愛憎 01 

4263 与える．上げる．呉れる ★★ 주다 やりもらい 授受 21 

4157 揉む  주무르다 取り扱い 扱い 01 

4362 お休みになる．お眠りになる ★★ 주무시다 行動 生理 03 

4354 躊躇する．ためらう  주저=하다 行動 行動 07 

4706 死ぬ．枯れる．殺される ★★ 죽다 生老病死 生老病死 22 

4709 殺す ★ 죽이다 生老病死 生老病死 25 

4012 減る ★ 줄다 増減と付着 増減 37 

4013 減る ★ 줄어들다 増減と付着 増減 38 

4007 減らす ★ 줄이다 増減と付着 増減 32 

4239 拾う ★ 줍다/줏다 取り扱い 保持 13 

3936 中止する  중지=하다 生成と変動 時間 10 

4236 握る ★ 쥐다 取り扱い 保持 10 

4594 楽しむ ★ 즐기다 精神活動 喜怒哀楽 02 

3979 増加する  증가=하다 増減と付着 増減 04 

4564 お喋りする  지껄이다 言語活動 言語活動 11 

4494 過ぎる．通り過ぎる ★ 지나다 移動と往来 移動 37 

3987 度が過ぎる．行き過ぎる ★ 지나치다 増減と付着 増減 12 

4495 過ごす．務める ★★ 지내다 移動と往来 移動 38 

4234 持つ．身につける ★ 지니다 取り扱い 保持 08 

4220 負う．背負う ★ 지다 取り扱い 負荷 04 

4330 負ける ★ 지다 行動 成就 10 

4034 (花が)散る．(日や月が)沈む ★ 지다 破壊と離合 崩壊 08 
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3970 翳る．陰になる  그늘(이)지다 生成と変動 現象 06 

4707 息を引き取る ★ 숨(이)지다 生老病死 生老病死 23 

4575 叫ぶ．(大声を)揚げる ★ 지르다 言語活動 言語活動 22 

4104 突く．つつく ★ 지르다 変形と加工 刺す 03 

4398 煮詰める  지지다 飲食と料理 料理 12 

4364 疲れ果てる．草臥れる ★ 지치다 行動 生理 05 

4641 見守る ★ 지켜보다 精神活動 視覚 18 

4230 守る ★ 지키다 取り扱い 保持 04 

4173 支える．持ちこたえる  지탱=하다 取り扱い 扱い 17 

4340 捗る． ★ 진척=되다 行動 成就 20 

4658 飽き飽きする．うんざりする  질리다 精神活動 愛憎 09 

4221 背負う．負う ★ 짊어지다 取り扱い 負荷 05 

4238 摘まむ．拾う．取り出す ★ 집다 取り扱い 保持 12 

4411 作る．建てる．する ★★ 짓다 生産 生産 06 

4140 踏み躙る．踏み付ける  짓밟다 打撃と圧迫 打撃 13 

4372 吠える ★ 짖다 行動 生理 13 

4132 (杖を)突く  짚다 打撃と圧迫 打撃 05 

4412 編む．組む ★ 짜다 生産 生産 07 

4081 絞る ★ 짜다 変形と加工 変形 10 

4355 狼狽える．どぎまぎする  쩔쩔매다 行動 行動 08 

4040 割る  쪼개다 破壊と離合 破壊 02 

4137 啄ばむ．突付く  쪼다 打撃と圧迫 打撃 10 

4492 追う．追い払う ★ 쫓다 移動と往来 移動 35 

3967 照りつける．(火に)あてる  쬐다 生成と変動 現象 03 

4695 太る ★ 찌다 生老病死 生老病死 12 

4396 蒸す．蒸かす ★ 찌다 飲食と料理 料理 10 

4694 太る ★ 살(이)찌다 生老病死 生老病死 11 

4415 (印を)押す．刷る．撮る ★★ 찍다 生産 生産 10 

4048 破く．さく ★ 찢다 破壊と離合 破壊 10 

4403 (餅等を)搗く  찧다 飲食と料理 料理 17 

4105 刺す．つき刺す ★ 찌르다 変形と加工 刺す 04 

4141 蹴る ★ 차다 打撃と圧迫 打撃 14 

3976 満ちる．一杯になる ★ 차다 増減と付着 増減 01 

4240 携える．(時計などを)はめる  차다 取り扱い 保持 14 

4290 整える．繕う ★ 차리다 選択と用意 用意 05 

4180 占める ★ 차지=하다 取り扱い 扱い 24 

4347 我慢する．こらえる．耐える ★ 참다 行動 努力 04 

4250 探す．尋ねる．見つける ★★ 찾다 やりもらい 授受 08 

4616 察する．気づく  채다 精神活動 思考 07 

4667 頼む．依頼する ★ 청하다 精神活動 心 09 

4682 諦める  체념=하다 精神活動 心 24 

4633 見上げる ★ 쳐다=보다 精神活動 視覚 10 

4428 踊る ★ 추다 動作 動作 01 

4429 踊る ★ 춤(을)추다 動作 動作 02 

4365 酔う ★ 취하다 行動 生理 06 

4692 (動物を)飼う．(動物が)産む  치다 生老病死 生老病死 09 



 220 

4405 (調味料等を)かける ★ 치다 飲食と料理 料理 19 

4613 見做す  치다 精神活動 思考 04 

4176 (カーテン等を)引く．張る  치다 取り扱い 扱い 20 

4128 打つ．殴る．(楽器を)引く ★★ 치다 打撃と圧迫 打撃 01 

4487 ずらかる．轢き逃げする  뺑소니(를)치다 移動と往来 移動 31 

4576 喚く．怒鳴る  소리(를)치다 言語活動 言語活動 23 

4527 叱り付ける ★ 야단(을)치다 対人行動 対人行動 11 

4253 支払う ★ 치르다 やりもらい 授受 11 

4057 片付ける ★ 치우다 破壊と離合 分離 07 

3996 偏る  치우치다 増減と付着 増減 21 

4096 塗る ★ 칠하다 変形と加工 加工 05 

4098 掘る．掘り出す ★ 캐다 変形と加工 加工 07 

4689 育てる ★ 키우다 生老病死 生老病死 06 

4232 持って生まれる  타고나다 取り扱い 保持 06 

3950 燃える．(日に)焼ける ★ 타다 生成と変動 変化 07 

4307 (寒さや季節に)弱い．敏感だ  타다 合致 適不適 13 

4277 (給与や賞を)貰う．取る ★ 타다 やりもらい 授受 35 

4213 乗る．乗ずる ★★ 타다 取り扱い 昇降 10 

4113 
(液体に粉末を)入れる．溶か

す 
★ 타다 出し入れ 出し入れ 04 

4558 言い聞かせる．諭す  타이르다 言語活動 言語活動 05 

4592 欲しがる  탐내다 精神活動 願望 04 

4685 生まれる ★ 태어나다 生老病死 生老病死 02 

4215 乗せる ★ 태우다 取り扱い 昇降 12 

4280 選ぶ ★ 택하다 選択と用意 選択 02 

4035 破れる．吹き出す．起こる ★ 터지다 破壊と離合 崩壊 09 

4058 はたく．振り払う ★ 털다 破壊と離合 分離 08 

4369 吐く ★ 토하다 行動 生理 10 

4499 通じる．通る ★ 통하다 移動と往来 移動 42 

4397 (油で)揚げる．跳ねる  튀기다 飲食と料理 料理 11 

4082 捩る．捻る．点ける ★ 틀다 変形と加工 変形 11 

4305 間違っている．違う ★★ 틀리다 合致 適不適 10 

4099 掘る．彫る ★ 파다 変形と加工 加工 08 

4256 売る ★★ 팔다 やりもらい 授受 14 

4257 売れる ★ 팔리다 やりもらい 授受 15 

4130 ぶん殴る  패다 打撃と圧迫 打撃 03 

4167 放り出す  팽개치다 取り扱い 扱い 11 

3985 広がる．広まる ★ 퍼지다 増減と付着 増減 10 

4073 開く．広げる．伸ばす ★★ 펴다 変形と加工 変形 02 

4076 広げる  펼치다 変形と加工 変形 05 

4060 解く．はらす ★★ 풀다 破壊と離合 分離 10 

4038 解ける．はれる ★ 풀리다 破壊と離合 崩壊 12 

4122 汲む．よそう ★ 푸다 出し入れ 出し入れ 13 

4241 抱く ★ 품다 取り扱い 保持 15 

4648 匂わす．(香が)漂う  풍기다 精神活動 聴覚 05 

4688 咲く ★★ 피다 生老病死 生老病死 05 
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4385 (煙草を)吸う．(火を)おこす ★ 피우다 飲食と料理 飲食 13 

4282 避ける ★ 피하다 選択と用意 選択 04 

4554 (…と)言う ★★ 하다 言語活動 言語活動 01 

4321 する ★★ 하다 行動 成就 01 

4101 引っ掻く  할퀴다 変形と加工 加工 10 

4383 舐める ★ 핥다 飲食と料理 飲食 11 

3997 合わせる．合計する ★ 합치다 増減と付着 増減 22 

3998 合わせる．合計する ★ 합하다 増減と付着 増減 23 

4336 し遂げる．やり遂げる  해내다 行動 成就 16 

4011 害する ★ 해치다 増減と付着 増減 36 

4036 擦り切れる  해지다 破壊と離合 崩壊 10 

4328 行う  행하다 行動 成就 08 

4511 向かう．面する ★ 향하다 移動と往来 変移 01 

4049 取り壊す．崩す  허물다 破壊と離合 破壊 11 

4050 崩す．壊す ★ 헐다 破壊と離合 破壊 12 

4037 爛れる  헐다 破壊と離合 崩壊 11 

4468 さ迷う．彷徨く ★ 헤매다 移動と往来 移動 12 

4615 察する．推し量る．数える ★ 헤아리다 精神活動 思考 06 

4549 別れる ★ 헤어지다 対人行動 対人行動 33 

4439 泳ぐ ★ 헤엄치다 動作 動作 12 

4306 ごっちゃになる．こんがらかる  헷갈리다 合致 適不適 12 

4203 濯ぐ  헹구다 取り扱い 洗浄 04 

4247 盗む．拭う ★ 훔치다 やりもらい 授受 05 

4628 目を通す  훑어보다 精神活動 視覚 05 

4000 真似する ★ 흉내내다 増減と付着 増減 25 

4086 撓む．撓う．反る ★ 휘다 変形と加工 変形 15 

4188 振り回す．振るう  휘두르다 取り扱い 扱い 32 

4190 掻き回す．掻き乱す  휘젓다 取り扱い 扱い 34 

4506 流れる ★★ 흐르다 移動と往来 移動 49 

4191 振る．揺する ★ 흔들다 取り扱い 扱い 35 

4435 揺れる ★ 흔들리다 動作 動作 08 

4639 睨む  흘기다 精神活動 視覚 16 

4199 流す．零す  흘리다 取り扱い 移送 08 

4068 散らばる ★ 흩어지다 破壊と離合 離合 04 
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「コ」：『コスモス朝和辞典』、「小」：『朝鮮語辞典』、「暮」：『暮らしの単語集』、「至」：『至福の朝鮮語』、「延」：『韓国語 1』（延世大学校）「高」：『韓国語 1』（高麗大学校）、「カ」：

『カナダ 1』（Sisa Education）、「で」：『できる韓国語』（梨花女子大学校）、「5」：2002ハングル検定試験 5級、「4」：2002ハングル検定試験 4級 

   コ 小 暮 至 延 高 カ で 5 4     コ 小 暮 至 延 高 カ で 5 4 

1 가꾸다 育てる  ○         

 

66 늘다  増える.

伸びる 

         ○ 

2 가다  行く ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  67 늙다  老いる ○ ○         

3 가르다  分ける  ○  ○        68 늦다  遅れる ○ ○  ○ ○ ○    ○ 

4 가르치다  教える ○ ○ ○  ○  ○  ○ ○ 

 

69 다니다  通う.行

き来す

る 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

5 가리키다 指す  ○          70 다듬다   ○         

6 가지다  持つ ○ ○ ○  ○ ○   ○ ○  71 다루다 扱う  ○         

7 감다  巻く.洗う

(髪を) 

 ○    ○     

 

72 다치다  怪我を

する.痛

める 

○ ○        ○ 

8 갖추다 備える.整

える 

 ○         

 

73 다투다  争う ○          

9 갚다  返す.報

いる 

   ○       

 

74 닦다  磨く.拭

う 

○ ○   ○ ○ ○    

10 거두다  収める ○          

 

75 닫다  閉める.

閉じる 

○ ○    ○   ○ ○ 

11 거치다 経る  ○          76 달라지다 変わる  ○         

12 건너다  渡る ○ ○   ○   ○   

 

77 달리다  走る.走

らせる.

付く.ぶ

ら下が

る.かか

る 

○ ○        ○ 

13 걷다  歩く ○  ○  ○   ○    78 닮다 似る  ○         
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14 걸다  掛ける ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ 

 

79 담그다 漬ける.

浸す 

 ○         

15 걸리다 掛かる  ○  ○ ○ ○  ○  ○  80 담다 盛る  ○         

16 겪다 経験する  ○         

 

81 닿다  届く.着

く.触れ

る 

○ ○         

17 견디다  我慢する.

持ちこた

える 

○ ○         

 

82 대다  当てる.

付ける.

向ける.

間に合

う 

    ○      

18 계시다  いらっし

ゃる 

○ ○  ○ ○  ○  ○ ○ 

 

83 던지다  投げる.

投じる 

 ○         

19 고르다  選ぶ ○ ○ ○  ○      

 

84 덜다  (数を)

引く.減

らす 

 ○         

20 고치다  直す ○          

 

85 덮다  覆う.被

せる.伏

せる 

○ ○         

21 굶다  飢える.食

を欠かす 

 ○         

 

86 데리다  連れる  ○ ○        

22 굽다  焼く ○ ○          87 돌다  回る ○ ○   ○      

23 그러다  そうす

る.(…と)

言う 

  ○ ○       

 

88 돌리다  回す  ○  ○       

24 그리다  描く.恋い

慕う.思い

焦がれる 

○     ○     

 

89 돌아가시다  お亡く

なりに

なる.お

帰りに

なる 

    ○      
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25 그만두다  止める   ○        

 

90 돕다 手助け

する.手

伝う .助

ける 

○    ○ ○     

26 그치다  止む.止

める 

○ ○         

 

91 되다  なる.で

きる.よ

い.…で

ある 

○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ 

27 긋다  引く(線を)  ○          92 두다  置く ○  ○  ○    ○  

28 기다  這う ○   ○       

 

93 두르다  巡らす.

巡る.回

す 

○ ○         

29 기다리다  待つ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

 

94 드리다  差し上

げる 

○ ○ ○ ○ ○    ○  

30 기르다  育てる.飼

う 

○ ○         

 

95 드시다  召し上

がる 

  ○ ○     ○  

31 까다 剥ぐ  ○         

 

96 듣다  聞く.聴

く.効く 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

32 깍다  削る.刈

る.まける

(値を) 

○          

 

97 들다  挙げる.

持つ.

入る等 

○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

33 깨다  割る.こわ

す.覚める 

○ ○         

 

98 들르다  立ち寄

る 

    ○      

34 꺾다 折る ○          

 

99 들리다 聞こえ

る 

   ○  ○   ○  

35 꽂다 挿す  ○         

 

100 따다  摘む. 

(点を)

取る 

○ ○         

36 꾸미다 飾る  ○         

 

101 따르다  従う.つ

いて行

○ ○        ○ 
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く.つい

て来る.

（酒な

どを）

注ぐ 

37 끄다  消す ○ ○        ○ 

 

102 때리다  ぶつ.

殴る 

○ ○         

38 끊다  断つ.切る ○     ○     

 

103 떠나다  発つ.

去る 

○ ○ ○  ○   ○ ○ ○ 

39 끌다  引っ張る.

引きずる 

○ ○         

 

104 떠들다  騒ぐ     ○ ○  ○   

40 끓다 沸く  ○         

 

105 떨어지다  落ちる.

離れる 

○ ○   ○      

41 끓이다  沸かす  ○   ○ ○     

 

106 떼다  剥が

す.離す 

○          

42 끝나다  終わる  ○  ○  ○ ○   ○ 

 

107 뚫다 (穴を）

開ける.

打ち抜

く 

 ○         

43 끝내다  終える     ○      

 

108 뛰다  飛ぶ.

跳ねる.

走る.駈

ける 

○ ○       ○ ○ 

44 끼다  (霧等が）

かかる.

立ち込め

る 

○ ○      ○   

 

109 뜨다  (目を）

開ける 

○ ○         

45 끼치다 掛ける

(迷惑を) 

 ○         

 

110 띠다 (帯を）

締める.

帯びる 

 ○         
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46 나누다  分ける ○ ○          111 마시다  飲む ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ 

47 나다  出る,（怖

く）なる 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

112 마치다  終える    ○      ○ 

48 나서다  出る.進

み出る 

     ○     

 

113 막다 塞ぐ  ○         

49 나오다  出る.出て

くる 

○ ○ ○ ○    ○  ○ 

 

114 막히다  塞がる.

詰る 

     ○     

50 날다  飛ぶ ○ ○        ○  115 만나다  会う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 남기다 残す  ○      ○   

 

116 만들다  作る. 

(…に）

する 

○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ 

52 남다 残る.余る ○ ○      ○  ○ 

 

117 만지다  弄る.触

る 

○ ○         

53 낳다  生む ○ ○         

 

118 말다  巻く.止

める 

○ ○         

54 내다  出す ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ 

 

119 말씀하시다  おっし

ゃる 

    ○ ○     

55 내리다  降りる.降

る.降ろす 

○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ 

 

120 망설이다  躊躇す

る.躊躇

う 

   ○       

56 넘다  超える ○  ○        

 

121 맞다  合う.遭

う.殴ら

れる 

○ ○ ○ ○    ○  ○ 

57 넘어지다  転ぶ.倒

れる 

○ ○         

 

122 맡다  (匂い.

香りを)

嗅ぐ.引

き受け

る 

○ ○         

58 넣다  入れる ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ 

 

123 매다  結ぶ. 

 

○   ○ ○      
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(ネクタ

イを)締

める 

59 녹다  溶ける ○ ○         

 

124 먹다  食べる.

飲む.

食う 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

60 놀다  遊ぶ.休

む 

○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ 

 

125 메다  担ぐ    ○       

61 놀라다  驚く ○ ○ ○        

 

126 모르다  知らな

い.分

からな

い 

○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ 

62 놓다  置く ○  ○  ○ ○  ○  ○ 

 

127 모시다  (目上

の人と)

共にす

る 

○ ○ ○        

63 누르다  押さえる.

押さえつ

ける 

○ ○         

 

128 모으다  集める ○ ○  ○      ○ 

64 눕다  横たわる.

寝そべる 

○ ○         

 

129 모이다  集まる  ○   ○      

65 느끼다  感ずる ○ ○  ○       

 

130 모자라다  足りな

い 

 ○        ○ 
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131 무너지다 崩れる  ○         

 

199 썩다 腐る.虫

歯にな

る 

 ○         

132 묵다  泊まる    ○       

 

200 쏘다  撃つ.

射る 

○ ○  ○       

133 묶다  縛る.ゆわ

える.くくる 

○ ○ ○ ○ ○      

 

201 쏟다  こぼす.

吐き出

す.注ぐ 

○ ○         

134 묻다  尋ねる.

埋める 

 ○         

 

202 쓰다  書く.使

う.被る 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

135 물다  噛む.銜

える.弁償

する 

○ ○         

 

203 쓰러지다  倒れる ○ ○         

136 미치다 狂う.及ぼ

す.及ぶ. 

 ○         

 

204 씹다 噛む  ○         

137 믿다  信じる ○ ○        ○ 

 

205 씻다  洗う.拭

う 

○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ 

138 밀다  押す.推

す 

○ ○    ○     

 

206 아끼다 惜しむ.

大切に

する 

 ○         

139 바꾸다  取りかえ

る.かえる 

○ ○  ○ ○     ○ 

 

207 안다 抱く ○          

140 바라다 望む  ○          208 앉다  座る ○  ○  ○ ○ ○  ○ ○ 

141 바르다  塗る ○ ○         

 

209 알다  知る.分

かる 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

142 바치다  捧げる ○ ○         

 

210 알리다  知らせ

る 

    ○      

143 박다 嵌める．  ○          211 어울리다  似合う.      ○     
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（釘を）打

つ 

合う.付

き合う 

144 받다  受ける.受

け取る.も

らう 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

212 얹다 載せる  ○         

145 밝히다 明らかに

する 

 ○         

 

213 얻다  もらう.

得る. 

(部屋

を)借り

る 

○ ○         

146 밟다  踏む ○ ○          214 얼다  凍る ○ ○         

147 배우다  学ぶ.教

わる 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

215 없어지다  無くな

る 

       ○   

148 버리다  捨てる.駄

目になる 

○ ○ ○     ○   

 

216 열다  開く.開

ける 

○ ○  ○ ○ ○ ○   ○ 

149 벌다  稼ぐ.儲け

る 

     ○     

 

217 오다  来

る.(雤・

雪が)

降る 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

150 벗다  脱ぐ.(眼

鏡を)外

す 

○   ○     ○ ○ 

 

218 오르다  上がる.

のぼる 

○ ○ ○ ○ ○      

151 베다  切る.(枕

を)する.

枕にする 

○          

 

219 올리다 上げる  ○         

152 보내다  送る.行

かせる 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

 

220 옮기다 移す  ○         

153 보다  見る.会

う.(試験

を）受け

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

 

221 옮다 移(病

が) う

つる 

 ○         
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る 

154 보이다  見せる.

見える 

 ○ ○  ○     ○ 

 

222 외우다  覚え

る．諳

んず

る．暗

記する 

  ○        

155 복잡해지다 複雑にな

る.混雑に

なる 

    ○      

 

223 울다  泣く.鳴

く 

○ ○ ○  ○ ○    ○ 

156 뵙다  お目にか

かる 

○ ○ ○  ○ ○ ○ ○   

 

224 움직이다  動く.動

かす 

○ ○ ○        

157 부르다  歌う.呼ぶ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     225 웃다  笑う ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○  

158 부리다  使う.働か

せる.す

る. 

     ○     

 

226 이기다  勝つ.

打ち勝

つ 

○ ○   ○     ○ 

159 부치다  送る.(手

紙を)出

す 

○ ○   ○  ○ ○   

 

227 이루다 成す.

果たす.

遂げる 

 ○         

160 불다  吹く ○ ○   ○  ○ ○  ○ 

 

228 이루어지다   果たさ

れる 

 ○         

161 붓다 注ぐ  ○         

 

229 이룩하다  遂げる.

成す.

成し遂

げる 

 ○         

162 붙다  付く.受か

る 

○ ○         

 

230 익다  熟する.

実る.慣

れてい

る 

○ ○         

163 붙이다 付け

る.(ポスタ

 ○         

 

231 익히다 (よく)焼

く.煮る.

 ○         
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ーを)貼る 熟させ

る.慣ら

す.覚え

る 

164 비다  空く      ○     

 

232 일으키다  起こす.

引き起

こす 

○ ○         

165 빌리다  借りる   ○  ○  ○    

 

233 읽다  読む.

読み取

る 

○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○ 

166 빗다  (髪を)梳

かす 

     ○   ○  

 

234 잃다  無くす.

失う 

○ ○ ○       ○ 

167 빠지다  抜ける.溺

れる.陥る 

○ ○         

 

235 입다  着る．

穿く被

る 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

168 빨다  (洗濯物

を)洗う.

吸う.しゃ

ぶる 

○ ○ ○       ○ 

 

236 잇다  繋ぐ.継

ぐ 

○ ○  ○       

169 빼다  抜く.取る.

除く 

○ ○         

 

237 잊다  忘れる ○ ○        ○ 

170 빼앗기다  奪われ

る.取られ

る 

   ○       

 

238 자다  寝る ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

171 빼앗다  奪う ○ ○          239 자라다  育つ ○ ○         

172 뽑다  (引き)抜

く.選ぶ 

○ ○         

 

240 자르다 切.(枕

を)す

る.枕に

する.切

りとる 

 ○         
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173 뿌리다  撒く.ばら

まく.振り

掛ける 

○ ○         

 

241 잡다  掴む.

握る.捕

まえる 

○ ○ ○ ○      ○ 

174 사다  買う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 

 

242 잡수시다  召し上

がる 

○ ○ ○ ○ ○  ○   ○ 

175 살다  生きる.住

む.暮らす 

○ ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ 

 

243 잡히다 捕まえ

られる 

 ○         

176 살리다 生かす  ○          244 재다  測る ○ ○         

177 살피다  察する.探

る.窺う 

○ ○         

 

245 접다 畳む.

折る 

 ○         

178 삶다 茹でる.煮

る 

 ○         

 

246 젖다  濡れる ○ ○         

179 삼다 (…と)す

る.見なす 

 ○         

 

247 조르다 締め

る．せ

がむ．

強請る 

 ○         

180 삼키다  飲み込む ○ ○         

 

248 졸다  居眠り

をする.

うとうと

する 

 ○    ○     

181 생기다  (新しく)で

きる 

○ ○  ○ ○      

 

249 주다  与える.

上げる 

○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

182 서다  立つ.建

つ.止まる

(列を)並

ぶ 

○ ○  ○ ○ ○   ○ ○ 

 

250 주무시다  お休み

になる.

お眠り

になる 

○ ○ ○  ○  ○   ○ 

183 서두르다  急ぐ.慌て

る 

○ ○         

 

251 죽다  死ぬ.

枯れる.

殺され

る 

○ ○ ○        
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184 섞다 混ぜる  ○          252 줄다  減る ○ ○         

185 세다  数える ○ ○  ○        253 줄이다 減らす  ○         

186 세우다  立てる.建

てる.止め

る 

 ○   ○      

 

254 쥐다  握る ○ ○         

187 속다 騙される  ○          255 즐기다  楽しむ        ○   

188 솟다  聳える.わ

き出る 

○          

 

256 지나다  過ぎる.

通り過

ぎる 

○ ○  ○    ○   

189 숨기다  隠す  ○  ○       

 

257 지나치다 度が過

ぎる.行

き過ぎ

る 

 ○         

190 숨다 隠れる  ○         

 

258 지내다  過ごす.

務める 

 ○   ○ ○ ○    

191 쉬다  休む.休

める 

○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ 

 

259 지니다 持つ.

身につ

ける 

 ○         

192 시키다  させる.注

文する 

○ ○ ○  ○ ○ ○   ○ 

 

260 지다  負う.背

負う.負

ける 

○ ○  ○ ○     ○ 

193 신다 履く ○ ○   ○ ○  ○  ○  261 지키다  守る ○ ○   ○      

194 싣다 載せる  ○   ○      

 

262 집다 摘む.

拾う.取

り出す 

 ○         

195 심다  植える ○ ○         

 

263 짓다 作る.建

てる.す

る 

○ ○  ○       

196 싸우다  戦う.喧嘩

する.争う 

○ ○ ○  ○ ○     

 

264 쫓다  追う.追

い払う 

○ ○         
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197 쌓다  積む ○ ○         

 

265 찍다  (印を)

押す.

刷る.撮

る 

○ ○   ○ ○ ○   ○ 

198 쌓이다  積もる     ○      

 

266 찢다  破く.さ

く 

○ ○         

267 참다 我慢する.

こらえる.

耐える 

 ○         

              

268 찾다  探す.尋

ねる.見つ

ける.(お

金を)おろ

す 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

              

269 추다  踊る  ○   ○ ○ ○                  

270 치다  (楽器を)

引く.打つ

など 

○ ○  ○ ○ ○ ○    

              

271 켜다  (明かり

を)つける 

○ ○  ○ ○     ○ 

              

272 키우다 育てる  ○                       

273 타다  乗る.燃え

る.(給与

や賞を)

貰う 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

              

274 터지다 破れる.

吹き出す.

起こる 

 ○         

              

275 튀기다 (油で)揚

げる.跳ね

 ○         
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る 

276 틀리다  間違って

いる.違う 

○ ○        ○ 

              

277 파다 掘る.彫る  ○                       

278 팔다  売る ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○               

279 펴다  開く.広げ

る.伸ばす 

○ ○         

              

280 펼치다 広げる  ○                       

281 풀다  解く.はら

す 

○ ○         

              

282 피다  咲く ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○               

283 피우다  （たばこ

を）吸う. 

(火を)お

こす 

    ○ ○ ○    

              

284 하다  する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○               

285 핥다  舐める  ○                       

286 헤어지다  別れる    ○  ○                   

287 흐르다  流れる ○ ○  ○                     

288 흔들다  振る.揺す

る 

 ○    ○     

              

 


