
中国語 ピンイン 日本語

búyàojǐn 問題ない

chéngkěn 誠実である

chōngmǎn 満たされている

fánróng 繁栄している

gāodàng 高級な

guāi お利口（りこう）

guāngróng 光栄である

háohuá 豪華である

kěkào 頼りになる

lǎoshí 正直な

liánghǎo 良好だ

liǎobuqǐ 素晴らしい

línghuó 機敏（きびん）である

mǎnzú 満足だ

nèn 柔らかい

nénggàn 腕前が良い

qīnqiè 親切だ

qínfèn 真面目である

róngxìng 光栄である

róngyù 名誉である

shànliáng 善良だ

shànyú 〇〇に優れている

wánměi 完全無欠である

wánshàn 完璧だ

wánzhěng 全て揃っている

xìngyùn 幸運だ

yǒulì 有利だ

bàng すごい

kǒuwèi 味



shíwù 食べ物

dòufu 豆腐

guǒshí 果実

hǎixiān 海鮮

huāshēng ピーナッツ

huángguā きゅうり

yùmǐ とうもろこし

júzi みかん

kǎoyā アヒルの丸焼き

làjiāo とうがらし

lí なし

diǎnxin 軽食

bāozi 肉まん

mántou おまんじゅう

xiǎochī おつまみ

shūcài 野菜

xiǎomài 小麦

tǔdòu じゃがいも

kuàngquánshuǐ ミネラルウォーター

língshí おかし

táo モモ

cù お酢

liángshi 食糧

chāzi フォーク

sháozi スプーン

bùhǎoyìsi すみません

guàibude 道理で

kànbuqǐ 軽蔑する

rěnbuzhù 耐えられない

shěbùde 惜しく思う



shuōbudìng たぶん

búnàifán うんざりする

bùzú 不足している

cāoxīn 気を配る

chǒu ダサい

chòu くさい

dāndú 1人で

dǎoméi 運が悪い

èliè 極めて悪い

fēngkuáng 血迷っている

guòfèn やりすぎだ

hàoqí 好奇心

jìmò さみしい

jiǎzhuāng 〇〇のふりをする

jiānkǔ 苦しい

kěpà 怖い

kèkǔ コツコツ頑張る

móhu ぼんやりしている

nánkàn みっともない

quēfá 欠乏（けつぼう　⓪）する

ruò よわい

shǎ まぬけ

shēnkè 深刻だ

wāi ゆがんでいる

wēihài 危害

xiǎoqì けち

xūxīn 謙虚である

yíhàn 遺憾である

àn 岸

bàngwǎn 夕暮れ



bǎoxiǎn 保険

bèijǐng 背景

běnlǐng 腕前

běnzhì 本質

bìxū 必要とする

bìyào 必要である

biānpào 爆竹

biànlùn 議論する

biāodiǎn 句読点

biāozhì 標識

biǎomiàn 表面

bìngdú ウイルス

bōli ガラス

bùmén 部門

bùzhòu 段取り

cáichǎn 財産

cǎihóng 虹

cāntīng レストラン

cánjí 障がい

cánkuì 自分の過ちを恥じる

cèyàn テストする

chǎnpǐn 製品

chángshí 常識

chēkù 車庫

chēxiāng 車両

chéngdù 程度

chéngyǔ 四字熟語

chízi 池

chǐzi ものさし

chìbǎng つばさ



chōngdiànqì 充電器

chōuti 引き出し

chūkǒu 出口

chuānglián カーテン

cídài ビデオテープ

dǎnxiǎoguǐ 臆病者

dàodé 道徳

dàoli 道理

dēngjīpái 飛行機の搭乗券

dìtǎn じゅうたん

dìwèi 地位

dìzhèn 地震

diànchí 電池

diàntái 放送局

dònghuàpiàn アニメ

duǎnxìn メール

duìfāng 相手

duìshǒu 相手

fāpiào レシート

fāyán 発言

fāngàn 構想

fāngshì 方法

fèi 肺

fèihuà 余計な言葉

fēnggé 風格

fēngsú 風習

gāngtiě 鋼鉄（こうてつ　⓪）

gāosùgōnglù 高速道路

géwài とりわけ

gèbié 個別の



gōngyù マンション

gōngyè 工業

gǔdài 大昔

jìndài 近代

gǔdiǎn 古典的な

gǔpiào 株

gùtǐ 固体

guàhào 受診の受付をする

guǎnzi パイプ　⓪

guànjūn 優勝する

guīju 規則

guīlǜ 法則

guīmó 規模

guīzé ルール

guójí 国籍

guóqìngjié 建国記念日

guòmǐn アレルギー

guòqī 期限が過ぎる

hǎiguān 税関

hángyè 業界

hépíng 平和

mìngyùn 運命

héfǎ 合法的である

hélǐ 理にかなっている

hétóng 契約

héyǐng 一緒に写真を撮る

hézuò 提携する

hòuguǒ 悪い結果

húxū ひげ

huábīng スケート



huàtí 話題

huángjīn 黄金の

huī 灰

huīchén ホコリ

huìlǜ 為替レート

hūnlǐ 結婚式

hūnyīn 結婚

huóyuè 活躍する

huǒchái マッチ①

jīběn 基本的に

jīqì 機械

jítǐ 集団

jìlù 記録する

jìyì 記憶

jìsuàn 計算する

jì lǐng dài ネクタイを締める

héxīn 中心

jìlù 記録する

jìlǜ 規律

jìniàn 記念

jiǎnlì 履歴

jiǎndāo はさみ

hú ポット

jiànshēnfáng ジム

jiànpán キーボード

jiàngyóu 醤油

jiāoqū 郊外

jiāoshuǐ 接着剤　④

jiǎodù 角度

jiàocái 教材



jiàoxun 教訓

jiēduàn 段階

jièkǒu 言い訳

jièzhi 指輪

jīnshǔ 金属

huàxué 化学

jīnglì 気力

jīngdiǎn おすすめの

jīngyíng 経営する

jǐngsè 景色

jìngài 敬愛する

jùhuì パーティー

jùlèbù クラブ

juésài 決勝戦

juésè 役柄

jūnshì 軍事

kǎchē トラック

kāimùshì 開幕式

kètīng リビング

kōngjiān 空間

kǒngbù 恐ろしい

láodòng 労働

léi 雷

lǐbàitiān 日曜日

lǐlùn 理論

lǐyóu 理由

lìliang 力

lìrùn 利潤

lìxī 利息

lìyì 利益



liánxùjù 連ドラ

liánhé 連合

líng ベル

língjiàn 部品

língqián お小遣い

lǐngyù 領域

lùdì 陸地

lùnwén 論文

luóji 論理的

huànxiǎng 幻想を抱く

màikèfēng マイク

máobìng 悪い習慣

máodùn 矛盾

màoxiǎn 危険である

màoyì 貿易

méitàn 石炭　③

měishù 美術

mèilì 魅力

mílù 道に迷う

míyǔ なぞなぞ

mìmì 秘密

miánhuā コットン

miànjī 面積

miáotiao スリムである

mínzhǔ 民主的である

míngxìnpiàn ハガキ

míngpái ブランド

míngpiàn 名刺

míngshènggǔjì 有名な遺跡

mótuōchē 電気バイク



mùbiāo 目標

mùlù カタログ

mùqián 現在

mùtou 木

nèikē 内科

néngyuán エネルギー

niándài 年代

niánjì 年齢

niúzǎikù ジーンズ

páiqiú バレーボール

píxié 革靴

píláo 疲れている

piànmiàn 片面

píndào チャンネル

pǐnzhǒng 品種

píngděng 平等

pínghéng 釣り合っている

píngjūn 平均

píngjià 評価

pòchǎn 破産する

pǔsù 質素である

qījiān 期間

qíyú 残りの

qíjì 奇跡

qìfēn 雰囲気

qìyóu ガソリン

qiántú 前途

qīngshàonián 青少年

qīngchūn 青春

qíngjǐng 場面



qíngxù 気持ち

qìngzhù お祝い

qūshì トレンド

quánlì 権力

quánlì 権利

rìchéng 日程

rìlì カレンダー

rìqī 日付

ruǎnjiàn アプリ

shāmò 砂漠

shātān 砂浜

shǎndiàn 稲妻（いなづま　⓪）

shànzi 扇子

shāngpǐn 商品

shāngyè ビジネス

shèbèi 設備

shèjì 設計する

shèshī 施設

shēncái 体格

shénhuà 神話

shénjīng 頭がおかしい

shénmì 神秘的な

shēngdiào 声調

shéngzi 縄

shènglì 勝利

shī 詩

shīmián 眠れない

shīyè 失業する

shídài 時代

shíkè 時間



shíqī 時期

shíhuà 実話

shìjuàn 答案用紙

shìbīng 兵士

shìshí 事実

shìwù ものごと

shǒugōng 手作り

shǒushù 手術

shǒutào 手袋

shǒuxù 手続き

shòumìng 寿命

shūjià 本棚

shūzi くし

shǔbiāo マウス

shùjù データ

shùmǎ デジタル

shuāngfāng 双方

shuì 税金

sīchóu シルク

sīxiǎng 考える

sìmiào お寺

sùshè 寮

tǎ タワー

táijiē 階段

tàijíquán 太極拳

tàng 熱い

tígāng 概略

tímù テーマ

tǐjī 体積

tiānkōng 空



tiányě 野外

tōngxùn 通信する

tǒngyī 統一する

tǒngzhì 支配する

tóuzī 投資する

tǔdì 土地

wánjù おもちゃ

wèizhi 位置

wèilái 未来

wèishēngjiān トイレ

wénjiàn ファイル

wénjù 文房具

wénmíng 文明

wénxué 文学

wòshì 寝室

wūzi 部屋

wǔqì 武器

wǔshù 武術

wù きり

wùlǐ 物理

wùzhì 物質

xì 系統

xìtǒng システム

xìjié 細部

xìjù 演劇

xiàn 地区

xiànjīn 現金

xiànshí 現実

xiànxiàng 現象

xiǎngxiàng 想像する



xiàngliàn ネックレス

xiàngmù プロジェクト

xiàngpí 消しゴム

xiàngqí 中国将棋

xiàngzhēng 象徴

xiétiáo 調和させる

xīnlǐ 心理

xìnfēng 封筒

xìnhào 合図

xìnxī メッセージ

yīnsù 要素

yīngjùn かっこいい人

yīngxióng 英雄

yìngbì コイン

xíngdòng 行動する

xíngrén 通行人

xíngwéi 行動

xíngshì 様式

zhēnlǐ 真理

zhēnshí 真実

zhěngtǐ 全体

xíngshì 情勢

xíngxiàng イメージ

xíngzhuàng 形

xìngzhì 性質

xuǎnjǔ 選挙

xuéqī 学期

xuéshù 学術

xuéwèn 学問

yànhuì 宴会



yàngshì スタイル

yètǐ 液体

yèwù 業務

yèyú アマチュア

yīzhì 一致する

yìwài 意外だ

yìyì 意味がある

yìwù 義務

yìngjiàn ハードウェア

yǒngqì 勇気

yòngtú 使い道

yōuhuì 割引

yúlè 娯楽

yǔqì 口調

yǔzhòu 宇宙

yuándàn 元旦

yuángù 理由

yuánliào 原料

yuánzé 原則

yùnqi 運

zāihài 災害

zhànzhēng 戦争

zhànghù アカウント

zhèngjiàn 証明書

zhèngjù 証拠

zhìhuì 知恵

zhìxù 秩序

zhōng 鐘

zhōngxīn サービスセンター

zhōngxún 中旬



zhòngliàng 重量

zhúzi 竹

zhǔzhāng 主張する

zhuānxīn 専念する

zhuāngshì 装飾する

zhuàngkuàng 状況

zhuàngtài 状態

zīgé 資格

zījīn 資金

zīliào 資料

zīyuán 資源

zīshì 姿勢

zìmù 字幕

zìjué 自覚する

zìsī 身勝手である

zìxìn 自信

zìyóu 自由

zìyuàn 自発的に行う

zōngjiào 宗教

zǔhé 組み合わせる

zǔguó 祖国

zǔxiān ご先祖様

zuìchū 最初

zuòpǐn 作品

zuòwén 作文

bānzhǔrèn クラス担任

fùnǚ 婦人

nǚshì 女性

gūgu おばさん

tàitai 奥さん



gūniang お嬢さん

jiùjiu 母方（ははかた）のおじさん

lǎolao 母方のおばあさん

xiōngdì 兄弟

zhǔrén 主人

àixīn 思いやり

ānwèi なぐさめる

bùān 不安

cuòwù ミス

dānwu 邪魔する

gǎnjī 感激する

gǔwǔ 激励する

hūshì 見落とす

huǎnjiě 和らげる

huīxīn 意気消沈（いきしょうちん）する

kāixīn うれしい

qīdài 期待する

qīnài 親愛なる

qīngshì 軽視する

rèài 心から愛する

rèxīn 熱心だ

téngài かわいがる

tǐtiē 思いやる

wēixiào 微笑む

yōngbào 抱擁（ほうよう）する

zhùfú 祝福する

báo 薄い

bǐcǐ お互い

bìrán 必然的である

jiǎ 1番目



yǐ 2番目

bǐng 3番目

dīng 4番目

chángtú 長距離

cháodài 王朝時代

chénmò 沈黙している

chōuxiàng 抽象的だ

dàfāng おおらかだ

dàxíng 大型の

dānchún 単純である

dàn 密度が薄い

díquè 的確だ

dìdao 本場の

dúlì 独立している

duōyú 余分な

fěngcì 皮肉を言う

gǎnkuài 速やかに

gànhuó 仕事する

gǔlǎo 昔からの

guǎiwān カーブする

guāngmíng 明るい

guǎngdà 広大だ

guǎngfàn 幅広い

héng 横

jīliè 激しい

cōngmáng 慌ただしい

jímáng 慌ただしい

jiānqiáng 強固である

jiānjù 極めて困難である

jiānruì 鋭い



jiǎnzhí 全く

jiēshi しっかりしている

jǐn 余裕がない

jǐnjí 緊迫している

juéduì 絶対に

jūnyún 均等である

kòngxián 暇になる

línshí 一時的に

mìqiè 密接である

mǒu とある

nóng 濃い

píngcháng いつもの

píngjìng 落ち着いている

qiǎn 浅い

qiángliè 非常に激しい

qiāoqiāo 静まり返っている

qiǎomiào 巧妙だ

qīngdàn あっさりしている

rèliè 熱烈に

shàngdàng 騙される

shìde 〇〇のようだ

sìhū まるで〇〇のようだ

shúliàn 熟練している

sīháo 少しもない

suǒ 全ての

tèshū 特殊な

tèyì わざわざ

tiānzhēn 無邪気である

tiáopí いたずら

tòngkǔ 苦しい



tòngkuài 思いっきり

tòumíng 透明である

tūchū 目立たせる

wéiyī 唯一の

wěiqu 辛い思いをさせる

wēnnuǎn 暖かい

wúshù たくさんの

xiānyàn 鮮やかな

xié 斜めの

xìngkuī 幸運にも

xióngwěi 雄大である

xùnsù 迅速な

yībèizi 一生

yōuměi 美しい

zhēnxī 惜しい

zhěnggè 全ての

bǎobèi 大切な物・人

gèrén 個人

gèxìng 個性

gèzì 各自

huǒbàn 相棒

jiābīn ゲスト

liànài 恋愛

qiúmí スポーツファン

réncái 人材

rénkǒu 人口

rénlèi 人類

rénshēng 人生

rénshì 人事

rénwù 人物



rényuán スタッフ

shēnfèn 身分

sīrén 私的な

xiǎohuǒzi 若い男性

huáyì 華僑の人

chèdǐ 徹底して

gāncuì テキパキしている

qínláo よく働く

shíyòng 実用的だ

wěidà 偉大な

ānzhuāng インストールする

bǎwò 理解する

bànlǐ 処理する

bàogào 報告する

biānjí 編集する

bǔchōng 補足する

cǎifǎng 取材する

cǎiqǔ 講じる

cānyù 参加する

chāo 丸写しする

chēngzàn 褒め称える

chéngdān 引き受ける

chéngrèn 承諾する

chéngshòu 耐える

chéngxù 段取り

chéngjiù 成果

chénglì 成立する

chíxù 持続する

chūbǎn 出版する

chūsè 素晴らしい



chūxí 出席する

chǔlǐ 解決する

chuánbō 広く伝える

chuàngzào 創造する

cízhí 辞職する

cóngshì 従事する

dāying 承諾する

dǎgōng アルバイトする

dǎzhāohu 挨拶する

dàikuǎn ローン

dānwèi 職場

dānyuán 単元

dānrèn 担当する

dǎoyǎn 映画監督

dǎozhì 引き起こす

dàodá 到達する

dēngjì 登録する

fābiǎo 発表する

fāchóu 心配する

fādá 発達している

fādǒu 身震いする　②

fāhuī 発揮する

fāmíng 発明する

fǎnfù 反復する

fǎnyìng 反応する

fèiyòng 費用

fùzhì 複製する

gǎigé 改革

gàikuò まとめる

gàiniàn 概念



gémìng 革命

gōngbù 公布する

gōngkāi 公開する

gōngpíng 公平である

gōngchǎng 工場

gòuchéng 構成

gùdìng 固定する

gùyōng 雇う

guānchá 観察する

guāndiǎn 観点

guānniàn 考え方

guānghuá つるつるしている

guānglín ご出席いただく

jígé 合格

jiànlì 設立する

jiànshè 建設する

jiànyì 意見を出す

jiànzhù 建築

jiǎngjiu こだわりを持つ

jiàoliàn コーチ

jiēdài 接待する

jiéshěng 節約する

jiégòu 構造

jiéhé 結合する

jiélùn 結論

jìnbù 進歩

jùbèi 備わる

kèfú 克服する

kòngzhì コントロールする

liúchuán 広く伝わる



liúlǎn ざっと目を通す

lòu 漏れる

lùqǔ 採用する

lùyīn 録音する

luòhòu 後（おく）れを取る

miáoxiě 描写する

mìnglìng 命令

mófǎng 真似する

péicháng 賠償する

péiyǎng 育てる

pèihé 相手に合わせる

pīzhǔn 承認する

#ERROR! 破壊する

pòqiè 切迫している

qǐtú 企む

qiānzì サインする

qiāng ピストル

qiǎng ひったくる

qǔxiāo 取り消す

quèdìng 決定する

quèrèn 確認する

shānchú 削除する

shèyǐng 撮影する

shēngchǎn 生産する

shēngdòng 生き生きしている

shěnglüè 省略する

shíjiàn 実践する

shíxí インターン

shíxiàn 実現する

shíxíng 実行する



shíyàn 実験する

shōuhuò 収穫する

shǔyú 〇〇に属する

suì 砕ける

suōduǎn 短縮する

suōxiǎo 縮小する

tíchàng 呼びかける

tíwèn 質問を投げかける

tǐhuì 体得（たいとく）する

tuīcí 辞退する

tuīguǎng 普及させる

tuījiàn おすすめする

tuì 退（しりぞ）く

tuìbù 悪くなる

tuìxiū 定年退職する

wàijiāo 外交

wēixié 威嚇（いかく）する

wéifǎn 違反する

wéihù 維持する

wěituō 委託する

xīshōu 吸収する

xiàzài ダウンロードする

xiāoshòu 販売する

xíngchéng 形成する

xíngróng たとえて言い表す

xuānbù 公表する

xuānchuán 宣伝する

xúnwèn 意見を聞く

xúnzhǎo 探し求める

xùnliàn トレーニングする



yáncháng 延長する

yìlùn 議論を交わす

yìngfù 対処する

yìngpìn 求人を引き受ける

zhāopìn 求人を出す

yìngyòng 応用する

jiàshǐ 操縦する

yóulǎn 観光する

yùbào 予報

yùdìng 予約する

yùfáng 予防する

yùnshū 輸送する

yùnyòng 運用する

zhǎnkāi 展開する

zhǎnlǎn 展示する

zhànxiàn 電話が話し中である

zhǎng 水準が上がる

zhāodài おもてなしする

zhēng 目を開く

zhēnglùn 言い争う

zhēngqǔ 勝ち取る

zhèngcè 政策

zhèngfǔ 政府

zhèngzhì 政治

zhèngqián お金を稼ぐ

zhīpiào 小切手

zhíxíng 執行する

zhízhào 許可証

zhǐdǎo 指導する

zhǐhuī 監督する



zhìdìng 定める

zhìdù 制度

zhìzuò 制作する

zhuǎngào 伝言する

zīxún 相談する

zìcóng 〇〇から

zìdòng 自動的に

zǒngcái 責任者

zǒnggòng 全部で

zǒngsuàn どうにか

zǒngzhī 要するに

zǔzhǐ 阻止する

bówùguǎn 博物館

cāochǎng 運動場

cèsuǒ トイレ

dǎo 島

fǎyuàn 裁判所

guǎngchǎng 広場

guìtái カウンター

jiǔbā バー

yángtái ベランダ

yóujú 郵便局

yòuéryuán 幼稚園

chūjí 初級の

dāndiào 単調

dútè 独特な

fàngsōng 気軽に

fēngxiǎn リスク

hútu はっきりしない

jùtǐ 具体的な



jùdà 巨大な

kějiàn 〇〇ということがわかる

mòshēng 見知らぬ

piāo ひらひら舞う

qiānxū 謙虚だ

shímáo 流行に乗っている

shíshàng おしゃれだ

tèzhēng 特徴

wēnróu 優しい

wěndìng 穏やかだ

wúnài どうしようもない

yánsù 厳かである

yōujiǔ 長い歴史を持つ

chóng 重い

gōngchéngshī エンジニア

gōngrén 労働者

huángdì 皇帝

huánghòu 皇后（こうごう）

jiěshuōyuán コメンテーター

kuàijì 会計士

lǎobǎixìng 庶民

lǎobǎn 経営者

lǐngdǎo リーダー

mìshū 秘書

míngxīng アイドル

nóngmín 農民

wángzǐ 王子様

gōngzhǔ 王女

xiǎotōu 泥棒

zhìyuànzhě 志願者



zhǔxí 最高指導者

zǒnglǐ 総理大臣

zǒngtǒng 大統領

běnkē 本科生

duìxiàng 恋人

fángdōng 大家さん

nóngyè 農業

qǐyè 企業

àihù 大切に保護する

àixī 大切にする

bǎi 配置する

bāoguǒ 包む

bāohán 含む

bǎochí 保持する

bǎocún 保存する

bǎoliú とっておく

bèi 背負う

biǎomíng 明らかにする

biǎoxiàn 示す

cǎi 踏みつける

cānkǎo 参考にする

chā さし込む

chābié 違い

chāi バラバラにする

chǎnshēng 新しいものを生み出す

chǎo 炒める

chǎojià 喧嘩する

chēng 呼ぶ

chēnghu 呼び名

chéng 乗る



chéngfèn 成分

chéngguǒ 成果

chéngzhǎng 成長する

chīkuī 損する

chōng 突き進む

chōngfèn 十分である

chóngfù 重複する

chuándì 伝達する

chuánrǎn 病気が伝染する

chuánshuō うわさする

chuántǒng 伝統的な

chuǎng 突き進む

chuī 吹く

cìjī 刺激する

cùjìn 促進する

cùshǐ 〇〇するように促す

cuī せきたてる

cúnzài 存在する

cuòshī 措置

dádào 到達する

dǎjiāodào 交際する

dǎpēntì くしゃみする

dǎting 尋ねる

dāi ぼんやりとする

dàiyù 待遇

dāngdài 現代

dǎng 遮る

děngdài 待つ

děnghòu 待つ

dī したたる



dírén 敵

dì 送る

dìlǐ 地理

dìqū 地区

diǎntóu うなずく

diào 魚釣りする　③

dòng 凍る

dòng 洞窟

dòu からかう

dùguò 過ごす

duī 積み上げる

duìdài 扱う

dūn しゃがむ

duōkuī 〇〇のおかげで

duǒcáng 身を隠す

fákuǎn 罰金

fān ひっくり返す

fángài じゃまする

fǎngfú 似通っている

fēnbié 区別する

fēnbù 分布する

fēnpèi 割り当てる

fēnxī 分析する

fèndòu 奮闘する

fènnù 怒りに燃える

fǒudìng 否定する

fǒurèn 否認する

fú 手を貸す

fúcóng 従う

fǔdǎo 補習する



fùkuǎn 支払う

gǎijìn 改良する

gǎishàn 改善する

gǎizhèng 正す

gài ふた

gǎnshòu 感じる

gǎnxiǎng 感想

gǎnjǐn できるだけ早く

gǎo する

gàobié 別れる

gébì となりの

gōngyuán 西暦

gōngfu 苦労

gōngnéng 機能

gòngxiàn 貢献

gōutōng コミュニケーションをとる

guānbì 閉める

guānhuái 思いやる

gǔn 沸騰する/出ていく

hǎn 叫ぶ

hèn 恨む

hūxī 呼吸する

húshuō 出たらめいう

hútòng 路地裏

huáchuán 船を漕ぐ

huáiniàn 恋しく思う

huāngzhāng 慌てている

huīfù 回復する

jízhōng 集中する

jià 嫁（とつ）ぐ



qǔ 嫁をもらう

jiàzhí 価値がある

jiān 煎（い）る

jiānjué キッパリしている

jiǎn 拾う

jiǎngzuò 講座

jiàngluò 下落する

jiāo かける

jiāohuàn 交換する

jiāojì 交際する

jiǎohuá ずるい

jiēchù 接触する

jiējìn 接近する

jiézhàng 精算する

jiěfàng 解放する

jièyān 禁煙する

jǐnshèn 慎重である

jìnkǒu 輸入

jìnlì 全力を尽くす

jìnliàng できるだけ

jiù 救う

juān 寄付する

juǎn 巻き込む

juéxīn 決心する

kāifā 開発する

kāifàng 一般公開される

kǎn ばっさり切る

kàngyì 抗議する

kèchéng カリキュラム

kuā 誇張する



làn 腐る

líhūn 離婚する

lìyòng 利用する

lù 現れる

mà しかる

miànduì 面と向かい合う

miànlín 直面する

miǎo 秒

míngquè 明確である

míngxiǎn 明らかである

mō なでる

niàn 読む

pāi 撮影する

páiduì 行列に並ぶ

pài 派閥

pànwàng 待ち焦がれる

pèifú 感心する

pén 洗面器

pèngjiàn 出くわす

pī 羽織る

píng 平らな

qǐfā 教え導く

qiān 結びつける

qiàn 不足する

qiángdiào 強調する

qiáo 見る

qiē 切り離す

qīnlüè 侵略する

qǐngqiú 要望する

qùshì 亡くなる



juàn 輪

quánmiàn 全面的だ

quàn 説得する

 shuì fú 説得する

ránshāo 燃える

rǎng 騒ぎ立てる

rào 巻きつける

rónghuà 融解する

sǎ ふりかける

shā 殺す

shài 晒す

shèjī 射撃する

shēn 伸ばす

shīqù 失う

shǐjìnr 精一杯やる

shōujù 領収書

shòushāng けがをする

shūrù 入力する

shūshì 心地よい

shuǎi 転ぶ

shuǎi 勢いよく振り回す

sī 引き裂く

sīkǎo 深く考える

sǔnshī 損失

suǒ 鍵をかける

tánpàn 交渉する

tǎnshuài 素直

táobì 逃げる

tǐxiàn 具体的に反映する

tǐyàn 体験する



tiáozhěng 調整する

tiǎozhàn 挑戦する

tōngcháng いつも

tóng 銅

tǔ 吐き出す

wān 曲がっている

wéijīn マフラー

wéirào 取り囲む

wén 匂いを嗅ぐ

wěn キス

xiā 無駄に

xià 驚く

xiǎnde 〇〇のように思われる

xiǎnrán 極めて明らかである

xiǎnshì はっきり示す

xiāngchǔ 時間を共にする

xiāngdāng 相当する

xiāngduì 対立している

xiāngguān 関連している

xiāngsì 互いによく似ている

xiǎngniàn 懐かしく思う

xiǎngshòu 楽しむ

xiāofèi 消費する

xiāohuà 消化する

xiāomiè 消滅する

xiāoshī 消える

xiàolǜ 効率

xiàoshùn 親孝行する

xiē 休む

xīnshǎng 鑑賞する



xiūgǎi 改正する

xiūxián カジュアルな

xùshù 叙述（じょじゅつ）する

yǎng かゆい

yáo 揺れる

yǎo 噛む

yídòng 移動する

yímín 移民

yíwèn 疑問点

yíngjiē 出迎える

yíngyǎng 栄養をとる

yíngyè 営業する

yǐngzi 影

yōngjǐ 混み合っている

yōushì 優勢

yóuyù ためらう

yóuzhá 油で揚げる

yuànwàng 望む

yūn めまいがする

zànchéng 同意する

zànměi たたえる

zàochéng 作り上げる

zébèi とがめる

zhāi 摘み取る

zhāntiē 貼り付ける

zhǎngwò 把握

zháoliáng 風邪を引く

zhàocháng いつも通りである

zhàokāi 開催する

zhéxué 哲学



zhěnduàn 診断する

zhèn ひとしきり

zhèndòng 振動する

zhēngqiú 求める

zhí まっすぐである

zhìliáo 治療する

zhōngjiè 仲介者

zhōudào 行き届いている

zhúbù 次第に

zhǔ 煮る

zhǔchí つかさどる

zhǔfù 口酸っぱく言う

zhùcè 登録する

zhuājǐn 急いでやる

zhuānjiā 専門家

zhuǎnbiàn 変わる

zhuāng 見せかける

zhuīqiú 追い求める

zǐ 紫色

zìháo 誇りに思う

zōnghé まとめる

zuì 酔う

zuìfàn 犯罪者

zūnjìng 尊敬する

zūnshǒu 遵守する

bèizi 掛け布団

zhěntou まくら

biǎoqíng 表情

chúxī 大晦日

féizào せっけん



fúzhuāng 服装

guàntou カン

guāngpán CD
jiātíng 家庭

jiāwù 家事

jiāxiāng ふるさと

jiāzi 洗濯バサミ

jiùhùchē 救急車

làzhú ろうそく

rìcháng 日常の

rìyòngpǐn 日用品

shítou 石

wènhòu あいさつ

xīnzàng 心臓

bǐlì 比率

bǐrú 例えば

bìjìng 結局のところ

bìmiǎn 逃れる

biàn 都合の良いとき

bùbì 〇〇しなくてよい

búduàn 絶えず

bújiànde そうとは限らない

bùdéliǎo 程度が甚だしい

bùmiǎn 免れない

bùrán さもなければ

bùrú 〇〇に及ばない

céngjīng かつて

cháo 〇〇に向かって

chèn 〇〇のうちに

chú 除く



chúfēi 〇〇以外に

cǐwài このほか

cìyào 重要でない

cóngcǐ これから

cóngér それによって

cóngqián 以前

děngyú 等しい

duìbǐ これに対して

duìyú 〇〇について

fánshì 例外なく

fǎnér かえって

fǎnzhèng いずれにせよ

fēi 〇〇ない

fēnfēn 次から次へと

gēnběn 根本的な

gèngjiā さらに

hébì どうして〇〇する必要があるだろうか？

hékuàng まして

jiǎrú もし

jiēzhe 続けて

jūrán 意外にも

jùshuō 聞くところによると

kànlai 見たところ

láizì 〇〇から来る

láojià お手数おかけします

lìjí すぐに

lìkè すぐに

liánmáng 急いで

lùxù 継続的に

lúnliú 代わる代わる



nǎpà たとえ〇〇でも

nánguài 〇〇するのは当然だ

nìngkě むしろ

ǒurán 思いがけない

píng 〇〇によって

qīnzì 自分で

rúhé どのようにして

rújīn 現在

shǐzhōng 初めから終わりまで

shìfǒu 〇〇であるかどうか

shìxiān 事前に

suíshí いつでも

suǒwèi いわゆる

tóngshí 同時に

wànyī 万が一

wǎngfǎn 往復する

wèibì 〇〇であるとは限らない

yào bù それでなければ

yàoshi もし

yīrán 依然として

yídàn 〇〇したら

yílùpíngān お気をつけていってらっしゃい

yǐjí および

yǐlái 〇〇以来

yīnér それによって

yǔqí 〇〇するよりは

zàisān 何度も

zāogāo まずい

zé しかし

zhēnduì 〇〇に焦点を当てて



zhìjīn 今まで

zhìyú 至る

zuòwéi 〇〇として

bózi 首

gēbo ひじ

jīròu 筋肉

jiānbǎng 肩

méimáo まゆ

nǎodài 頭

sǎngzi のど

shétou 舌

shǒuzhǐ 指

wèi 胃

xiōng 胸

yāo 腰

gǔtou 骨

chǒngwù ペット

gēzi 鳩

lǎoshǔ ネズミ

mìfēng ミツバチ

shé ヘビ

tùzi ウサギ

dàxiàng ぞう

húdié 蝶々

láng 狼

wěiba 尻尾

bǎoguì 大切なもの

cè 冊数

xiàng 項目数

fú 絵などを数える量詞



gēn 本数

zhī 枝のあるものを数える量詞

kē 粒数

kè グラム

dūn トン

límǐ センチメートル

jiè 第○回
tào ペア

lìfāng 立方メートル

píngfāng 平方メートル

lì 粒子状のものを数える量詞

pǐ 馬などを数える量詞

piàn 平たいものを数える量詞

shēng リットル

bēiguān 悲観

kèguān 客観

lèguān 楽観

zhǔguān 主観


