나붓거리다 はためく 물결치다 波打つ 부채질하다 煽る
우기다 言い張る 깔보다 馬鹿にする 다투다 争う
초조해지다 苛立つ 겁내다 怖がる 겁난다 心配だ、気がかりだ
궁금하다 気になる 탐내다 欲しがる 성내다 怒る 혼내다 叱る
탓하다 せいにする、恨む 나무라다 責める、あげつらう
망설이다 ためらう
매진되다

売り切れになる

멈춰서다 立ち止まる 머물다 たたずむ 머물러다
빈둥거리다 ぶらぶらする 헤매다 さまよう

留まる

타이르다 言い聞かせる 명심해요 肝に銘じます(銘心)
데려오다 連れてくる 데려다주다

連れて行ってやる

떼어내다 取り出す 꺼내다 取り出す
내밀며 突き出して 추켜울리다 掴んで持ち上げる
헹구다 濯ぐ 거들다 手伝う 챙기다 片づける
짓다 仕立てる 짜다 絞る 차리다 こしらえる
지저귀다 さえずる
퍼붓다 降り注ぐ 떠들썩한 騒がしい 지친 くたびれた
이끌고 ひきずって 아쉬울 것 不便なところ、物足りない
급히다 曲げる
녹이 슬다 錆びる 녹다 溶ける
광광두드리다 どんどん叩く 굳혔습니다 固めました
버거운 手強い 고개를 끄덕이다 うなずく
쏟아지다 沸き上がる 물리치다 払いのける
싱그러운 すがすがしい 어엿한 堂々とした
각박하다 世知辛い 허전하다 物足りない 흉하다 見苦しい
단출하다 (家族の数などが)少ない、身軽だ 달래다 紛らわす
사소하다 些細だ 핑계삼아 口実に 숱한 数多くの
흐릿하다 うすぼんやり、どんよりしている
희미하다 ぼんやりしている 거무레하다 くすんでいる
느긋하다 のんびり満ち足りている 묽다 薄い
바치다 尽くす 치르다 やりとげる 반듯하다 きちんとしている
의젓하다 鷹揚に、立派に 노릇하다 役をする

도맡다 一手に引き受ける 챙기다 準備する 보살피다 見守る
정정하다 丈夫だ、矍鑠(かくしゃく)とした
빗나가다 ぐれる 게으르다 怠け者だ 소홀하다 おざなりにする
엄청나다 ひどい、ものすごい 해롭다 害になる
덤벼들다 襲いかかってくる
풀리다 解ける 드물다 稀だ 드러나다 現れる
아물다 治る 물리치다 拒む 〜로 삼다 〜と見なす
끊다 (電話などを)切る 휩쓸다 吹き荒れる 옮기다 引っ越す
다급하게 大急ぎで 다그치다 せきたてる 기울이다 傾ける
연이어 続けて 잇따라 それに続いて 이제껏 今まで 이러다가 こうしているうちに
이따금 たまに 이따금씩 時折 이따가 あとで 어느새 いつのまにか
꾸준히 地道に 넉넉히 充分に 선뜻 気軽に 여전히 相変わらず
여실히 如実に 괜히 ひどく
이를테면 たとえば、いわば 설령 たとえ、仮に 아무려면 まさか
웬만큼 ほどほど、かなり 웬만한 大抵の 웬만하면 できれば 이왕 どうせ 이왕이면 どう
せなら
걸핏하면 ともすれば 툭하면 ともすると 자칫 万一 자칫하면 ともすれば、すんでの所
で
쩍하면 すんでの所で 하마터면 あやうく、すんでの所で 정작 いざ
하다못해 그런대로 적으나마 적어도 애오라지
でも

せめて 그나마 なんとか 나마 (せめて)〜

어김없이 間違いなく 〜기 짝이 없이・비할 바 없이・터무니 없이・턱이 없이とんでもなく
아랑곳 없이 気にかけず 대수롭게 없이 大したことでなく 아깜 없이 惜しみなく
물샐 틈 없이 すきがなく 여지 없이 余地なく 뒤끝 없이 終わりなく 군말 없이 無駄な
く
손 없이 差し障りなく 어림 없이・이만저만 없이 とんでもなく(否定形が来る)
구태여 わざと(否定形・反語が来る) 양 まるで(否定形が来る)
더불어 〜と共に 비롯해서 〜を始めとして
아니할 말도 こういってはなんだが 말하고자 いうなれば
어련히 確かに(否定形・反語が来る) 말미암아 巻き込まれる(悪い意味)
기어이 ついに 드디어 とうとう 한사코 必死で 허겁지겁 あたふた
미처 ついぞ、いまだ 마저 全部、〜さえ 두루 あまねく

아닌게 아니라・미상불 果たして、さすがに
하도 あまりに 워낙 とても 사뭇 ずいぶん 아마도 あまりに 심지어 甚だしくは
차마 とても 가량 〜くらい 그다지 それほど、さして
더러 いくらか 게다가 その上 몰래 こっそり 조용조용 ぼちぼち 곧잘 しばしば
하물며 いわんや、ましてや 비로소 初めて
하여간 とにかく 몰라도 ともかく 그저 とにかく 도리어 むしろ
으레 言うまでもなく 흠뻑 こころゆくまで、びっしょり 오죽・어찌나 どんなにか
힘껏 力の限り 재주껏 腕をふるって 정성껏 真心こめて 성의껏 誠意を込めて
자금껏 (相手に対して)心の許す限り 양껏 たらふく 기껏 せいいっぱい(悪い意味)
하여금

〜として

갖가지

色々な

아울러

同時に

한참 ずっと、しばらく

마치 〜처럼 まるで〜のように 소위 いわゆる 당장 すぐ 하나같이 一様に 아무데서나 どこ
でも
그리 さほど、それほど 불쑥 いきなり 그럼 もちろん

가뜩이나 ただでさえ

