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中国語基礎単語中国語基礎単語中国語基礎単語中国語基礎単語500 選選選選    

    

動詞動詞動詞動詞1 はははは知覚系知覚系知覚系知覚系のののの動詞動詞動詞動詞26 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

看看看看    kàn 見見見見るるるる    

见见见见    jiàn 会会会会うううう    

听听听听    tīīīīng 聞聞聞聞くくくく    

懂懂懂懂    dǒǒǒǒng 分分分分かるかるかるかる    

想想想想    xiǎǎǎǎng 思思思思うううう    

笑笑笑笑    xiào 笑笑笑笑うううう    

哭哭哭哭    kūūūū    泣泣泣泣くくくく    

叫叫叫叫    jiào 呼呼呼呼ぶぶぶぶ    

说说说说    shu ōōōō    言言言言うううう    

谈谈谈谈    tán 話話話話すすすす    

讲讲讲讲    jiǎǎǎǎng 話話話話すすすす    

唱唱唱唱    chàng 歌歌歌歌うううう    

吃吃吃吃    ch īīīī    食食食食べるべるべるべる    

喝喝喝喝    hēēēē    飲飲飲飲むむむむ    

尝尝尝尝    cháng 味味味味をみるをみるをみるをみる    

咬咬咬咬    yǎǎǎǎo 噛噛噛噛むむむむ    

算算算算    suàn 計算計算計算計算するするするする    

数数数数    shǔǔǔǔ    数数数数えるえるえるえる    

读读读读    dú 読読読読むむむむ    

记记记记    jì 記憶記憶記憶記憶するするするする、、、、書書書書きききき留留留留めるめるめるめる    

忘忘忘忘    wàng 忘忘忘忘れるれるれるれる    

爱爱爱爱    ài 愛愛愛愛するするするする    

怕怕怕怕    pà 恐恐恐恐れるれるれるれる    

猜猜猜猜    cāāāāi 推測推測推測推測するするするする    

睡睡睡睡    shuì 寝寝寝寝るるるる    

醒醒醒醒    xǐǐǐǐng 目覚目覚目覚目覚めるめるめるめる    

    

動詞動詞動詞動詞2 はははは手手手手のののの動作系動作系動作系動作系のののの動詞動詞動詞動詞38 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

拿拿拿拿    ná もつもつもつもつ    

带带带带    dài もつもつもつもつ    

开开开开    kāāāāi 開開開開くくくく    

关关关关    guāāāān 閉閉閉閉めるめるめるめる    

拉拉拉拉    lāāāā    引引引引くくくく    

推推推推    tu īīīī    押押押押すすすす    

插插插插    chāāāā    挿挿挿挿すすすす    

拔拔拔拔    bá 抜抜抜抜くくくく    

抽抽抽抽    chōōōōu 抜抜抜抜きききき出出出出すすすす    

打打打打    dǎǎǎǎ    ～～～～をするをするをするをする、、、、殴殴殴殴るるるる    

切切切切    qiēēēē    切切切切るるるる    

剪剪剪剪    jiǎǎǎǎn 切切切切るるるる    

分分分分    fēēēēn 分分分分けるけるけるける    

包包包包    bāāāāo 包包包包むむむむ    

挂挂挂挂    guà 掛掛掛掛けるけるけるける    

用用用用    yòng 使使使使うううう    

搬搬搬搬    bāāāān 運運運運ぶぶぶぶ    

指指指指    zhǐǐǐǐ    指指指指すすすす    

接接接接    jiēēēē    つなげるつなげるつなげるつなげる、、、、電話電話電話電話をとるをとるをとるをとる    

交交交交    jiāāāāo 提出提出提出提出するするするする    

放放放放    fàng 置置置置くくくく    

扔扔扔扔    rēēēēng 投投投投げるげるげるげる    

丢丢丢丢    diūūūū    なくすなくすなくすなくす    

洗洗洗洗    xǐǐǐǐ    洗洗洗洗うううう    

炒炒炒炒    chǎǎǎǎo 炒炒炒炒めるめるめるめる    

穿穿穿穿    chu āāāān 着着着着るるるる    

戴戴戴戴    dài 身身身身にににに着着着着けるけるけるける    

擦擦擦擦    cāāāā    拭拭拭拭くくくく    

付付付付    fù （（（（おおおお金金金金をををを））））払払払払うううう    

偷偷偷偷    tōōōōu 盗盗盗盗むむむむ    

收收收收    shōōōōu 受受受受けけけけ取取取取るるるる    

给给给给    gěěěěi 与与与与えるえるえるえる    

还还还还    huán 返返返返すすすす    

借借借借    jiè 貸貸貸貸すすすす    

送送送送    sòng 送送送送るるるる    

寄寄寄寄    jì 配達配達配達配達するするするする    

写写写写    xie （（（（字字字字をををを））））書書書書くくくく    

画画画画    huà （（（（絵絵絵絵をををを））））描描描描くくくく    

    

動詞動詞動詞動詞3 はははは足足足足のののの動作系動作系動作系動作系のののの動詞動詞動詞動詞25 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

去去去去    qù 行行行行くくくく    

来来来来    lái 来来来来るるるる    

回回回回    huí 戻戻戻戻るるるる    

出出出出    chūūūū    出出出出るるるる    

进进进进    jìn 入入入入るるるる    

上上上上    shàng 上上上上がるがるがるがる    
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下下下下    xià 下下下下がるがるがるがる    

起起起起    qǐǐǐǐ    起起起起きるきるきるきる    

动动动动    dòng 動動動動くくくく    

飞飞飞飞    fēēēēi 飛飛飛飛ぶぶぶぶ    

倒倒倒倒    dào 倒倒倒倒れるれるれるれる    

到到到到    dào 到着到着到着到着するするするする    

退退退退    tuì 後退後退後退後退するするするする、、、、返品返品返品返品するするするする    

停停停停    tíng 停停停停まるまるまるまる    

坐坐坐坐    zuò 座座座座るるるる、、、、乗乗乗乗るるるる    

骑骑骑骑    qí （（（（またいでまたいでまたいでまたいで））））乗乗乗乗るるるる    

走走走走    zǒǒǒǒu 歩歩歩歩くくくく    

跑跑跑跑    pǎǎǎǎo 走走走走るるるる    

站站站站    zhàn 立立立立つつつつ    

爬爬爬爬    pá （（（（山山山山やややや坂坂坂坂をををを））））登登登登るるるる    

躺躺躺躺    tǎǎǎǎng 横横横横になるになるになるになる    

逛逛逛逛    guàng （（（（あてもなくあてもなくあてもなくあてもなく））））歩歩歩歩くくくく    

让让让让    ràng 譲譲譲譲るるるる    

踢踢踢踢    tīīīī    蹴蹴蹴蹴るるるる    

跳跳跳跳    tiào 跳跳跳跳ぶぶぶぶ    

    

動詞動詞動詞動詞4 はははは日常生活日常生活日常生活日常生活でよくでよくでよくでよく使使使使われるわれるわれるわれる動詞動詞動詞動詞42 
個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

买买买买    mǎǎǎǎi 買買買買うううう    

卖卖卖卖    mài 売売売売るるるる    

当当当当    dāāāāng なるなるなるなる    

找找找找    zhǎǎǎǎo 探探探探すすすす、、、、訪訪訪訪ねるねるねるねる    

留留留留    liú 残残残残すすすす    

住住住住    zhù 住住住住むむむむ    

过过过过    guò 過過過過ごすごすごすごす    

转转转转    zhuàn まわるまわるまわるまわる    

请请请请    qǐǐǐǐng 請請請請うううう、、、、おごるおごるおごるおごる    

祝祝祝祝    zhù 祝祝祝祝うううう    

玩玩玩玩    wán 遊遊遊遊ぶぶぶぶ    

订订订订    dìng 予約予約予約予約するするするする、、、、注文注文注文注文するするするする    

陪陪陪陪    péi 付付付付きききき添添添添うううう    

等等等等    děěěěng 待待待待つつつつ    

帮帮帮帮    bāāāāng 手伝手伝手伝手伝うううう    

碰碰碰碰    pèng ぶつかるぶつかるぶつかるぶつかる    

骗骗骗骗    piàn だますだますだますだます    

吵吵吵吵    chǎǎǎǎo 騒騒騒騒ぐぐぐぐ    

加加加加    jiāāāā    加加加加えるえるえるえる    

换换换换    huàn 交換交換交換交換するするするする    

问问问问    wèn 尋尋尋尋ねるねるねるねる    

学学学学    xué 学学学学ぶぶぶぶ    

教教教教    jiāāāāo 教教教教えるえるえるえる    

试试试试    shì 試試試試すすすす    

做做做做    zuò するするするする    

干干干干    gàn するするするする    

搞搞搞搞    gǎǎǎǎo するするするする    

花花花花    huāāāā    費費費費やすやすやすやす    

办办办办    bàn するするするする    

填填填填    tián （（（（空欄空欄空欄空欄をををを））））埋埋埋埋めるめるめるめる    

背背背背    bèi 背負背負背負背負うううう、、、、暗記暗記暗記暗記するするするする    

查查查查    chá 調調調調べるべるべるべる    

捡捡捡捡    jiǎǎǎǎn 拾拾拾拾うううう    

发发发发    fāāāā    発発発発するするするする    

掉掉掉掉    diào 落落落落ちるちるちるちる    

流流流流    liú 流流流流れるれるれるれる    

有有有有    yǒǒǒǒu あるあるあるある    

死死死死    sǐǐǐǐ    死死死死ぬぬぬぬ    

像像像像    xiàng 似似似似るるるる    

赢赢赢赢    yíng 勝勝勝勝つつつつ    

输输输输    shūūūū    負負負負けるけるけるける    

变变变变    biàn 変変変変わるわるわるわる    

    

動詞動詞動詞動詞5 はははは日常的日常的日常的日常的にににに使使使使われるわれるわれるわれる2 文字文字文字文字のののの動動動動

詞詞詞詞95 個個個個でででですすすす。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

知道知道知道知道    zhīīīīdào 知知知知っているっているっているっている    

觉觉觉觉得得得得    juéde 思思思思うううう    

认为认为认为认为    rènwéi （（（（確信確信確信確信するようにするようにするようにするように））））思思思思うううう    

以以以以为为为为    yǐǐǐǐwéi 思思思思いいいい込込込込んでいるんでいるんでいるんでいる（（（（がががが現実現実現実現実はははは

違違違違うううう））））    

感感感感谢谢谢谢    gǎǎǎǎnxiè 感謝感謝感謝感謝するするするする    

了解了解了解了解    liǎǎǎǎoji ěěěě    理解理解理解理解するするするする    

考考考考虑虑虑虑    kǎǎǎǎolǜǜǜǜ    考考考考えるえるえるえる    

表示表示表示表示    biǎǎǎǎoshì 表表表表すすすす    

告告告告诉诉诉诉    gàosu 言言言言うううう    

说说说说明明明明    shu ōōōōmíng 説明説明説明説明するするするする    
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听听听听说说说说    tīīīīngshu ōōōō    ～～～～とととと聞聞聞聞いているいているいているいている    

讨论讨论讨论讨论    tǎǎǎǎolùn 話話話話しししし合合合合うううう    

商量商量商量商量    shāāāāngliàng 相談相談相談相談するするするする    

相信相信相信相信    xiāāāāngxìn 信信信信じるじるじるじる    

喜喜喜喜欢欢欢欢    xǐǐǐǐhuan 好好好好ききききであるであるであるである    

原原原原谅谅谅谅    yuánliàng 許許許許すすすす    

认识认识认识认识    rènshi 顔見知顔見知顔見知顔見知りになるりになるりになるりになる    

见见见见面面面面    jiànmiàn 会会会会うううう    

聊天聊天聊天聊天    liáoti āāāān おしゃべりするおしゃべりするおしゃべりするおしゃべりする、、、、チャットチャットチャットチャットをををを

するするするする    

结结结结婚婚婚婚    jiéh ūūūūn 結婚結婚結婚結婚するするするする    

离离离离婚婚婚婚    lǐǐǐǐhūūūūn 離婚離婚離婚離婚するするするする    

离离离离开开开开    lǐǐǐǐkāāāāi 離離離離れるれるれるれる    

睡睡睡睡觉觉觉觉    shuìjiào 寝寝寝寝るるるる    

解决解决解决解决    jiěěěějué 解決解決解決解決するするするする    

同意同意同意同意    tóngyì 同意同意同意同意するするするする    

赞赞赞赞成成成成    zànchéng 賛成賛成賛成賛成するするするする    

反反反反对对对对    fǎǎǎǎnduì 反対反対反対反対するするするする    

希望希望希望希望    xīīīīwàng 希望希望希望希望するするするする    

感到感到感到感到    gǎǎǎǎndào ～～～～とととと感感感感じるじるじるじる    

生气生气生气生气    shēēēēngqì 怒怒怒怒るるるる    

着急着急着急着急    zháojí 焦焦焦焦るるるる    

担心担心担心担心    dāāāānx īīīīn 心配心配心配心配するするするする    

当心当心当心当心    dāāāāngx īīīīn 注意注意注意注意するするするする    

注意注意注意注意    zhùyì 注意注意注意注意するするするする    

小心小心小心小心    xiǎǎǎǎox īīīīn 気気気気をつけるをつけるをつけるをつける    

发现发现发现发现    fāāāāxiàn 気気気気づくづくづくづく    

起床起床起床起床    qǐǐǐǐchuáng 起床起床起床起床するするするする    

修理修理修理修理    xiūūūūlǐǐǐǐ    修理修理修理修理するするするする    

生活生活生活生活    shēēēēnghuó 生活生活生活生活するするするする    

打打打打扫扫扫扫    dǎǎǎǎsǎǎǎǎo 掃除掃除掃除掃除するするするする    

感冒感冒感冒感冒    gǎǎǎǎnmào 風邪風邪風邪風邪をひくをひくをひくをひく    

咳嗽咳嗽咳嗽咳嗽    késou せきをするせきをするせきをするせきをする    

发烧发烧发烧发烧    fāāāāshāāāāo 熱熱熱熱がががが出出出出るるるる    

休息休息休息休息    xiūūūūxi 休憩休憩休憩休憩するするするする    

洗澡洗澡洗澡洗澡    xǐǐǐǐzǎǎǎǎo 体体体体をををを洗洗洗洗うううう    

运运运运动动动动    yùndòng 運動運動運動運動するするするする    

比比比比赛赛赛赛    bǐǐǐǐsài 試合試合試合試合をするをするをするをする    

参加参加参加参加    cāāāānji āāāā    参参参参加加加加するするするする    

通知通知通知通知    tōōōōngzh īīīī    知知知知らせるらせるらせるらせる    

翻翻翻翻译译译译    fāāāānyì 翻訳翻訳翻訳翻訳するするするする    

表演表演表演表演    biǎǎǎǎoyǎǎǎǎn 演演演演ずるずるずるずる    

联联联联系系系系    liánxì 連絡連絡連絡連絡するするするする    

介介介介绍绍绍绍    jièshào 紹介紹介紹介紹介するするするする    

麻麻麻麻烦烦烦烦    máfan 迷惑迷惑迷惑迷惑をかけるをかけるをかけるをかける    

打打打打扰扰扰扰    dǎǎǎǎrǎǎǎǎo 邪魔邪魔邪魔邪魔をするをするをするをする    

上班上班上班上班    shàngb āāāān 出勤出勤出勤出勤するするするする    

下班下班下班下班    xiàb āāāān 退勤退勤退勤退勤するするするする    

学学学学习习习习    xuéxí 勉強勉強勉強勉強するするするする    

毕业毕业毕业毕业    bìyè 卒業卒業卒業卒業するするするする    

指指指指导导导导    zhǐǐǐǐdǎǎǎǎo 指導指導指導指導するするするする    

考考考考试试试试    kǎǎǎǎoshì 試験試験試験試験をするをするをするをする    

上上上上课课课课    shàngkè 授業授業授業授業がががが始始始始まるまるまるまる    

下下下下课课课课    xiàkè 授業授業授業授業がががが終終終終わるわるわるわる    

变变变变化化化化    biànhuà 変変変変わるわるわるわる    

开开开开始始始始    kāāāāishǐǐǐǐ    始始始始めるめるめるめる    

继续继续继续继续    jìxù 続続続続けるけるけるける    

结结结结束束束束    jiéshù 終終終終わるわるわるわる    

整理整理整理整理    zhěěěěnglǐǐǐǐ    整理整理整理整理するするするする    

收拾收拾收拾收拾    shōōōōushi 片付片付片付片付けるけるけるける    

准准准准备备备备    zhǔǔǔǔnbèi 準備準備準備準備するするするする    

进进进进行行行行    jìnxíng 進進進進めるめるめるめる    

决定决定决定决定    juédìng 決定決定決定決定するするするする    

禁止禁止禁止禁止    jìnzhǐǐǐǐ    禁止禁止禁止禁止するするするする    

回答回答回答回答    huídá 回答回答回答回答するするするする    

练习练习练习练习    liànxí 練習練習練習練習するするするする    

完成完成完成完成    wánchéng 完成完成完成完成するするするする    

合作合作合作合作    hézuò 協力協力協力協力するするするする    

迟迟迟迟到到到到    chídào 遅遅遅遅れるれるれるれる    

进进进进口口口口    jìnkǒǒǒǒu 輸入輸入輸入輸入するするするする    

出口出口出口出口    chūūūūkǒǒǒǒu 輸出輸出輸出輸出するするするする    

请请请请假假假假    qǐǐǐǐngjià 休休休休みをとるみをとるみをとるみをとる    

旅游旅游旅游旅游    lǚǚǚǚyóu 旅行旅行旅行旅行するするするする    

出差出差出差出差    chūūūūchāāāāi 出張出張出張出張するするするする    

安排安排安排安排    āāāānpái 割割割割りりりり振振振振るるるる    

报报报报名名名名    bàomíng 申申申申しししし込込込込むむむむ    

取得取得取得取得    qǚǚǚǚdé 取得取得取得取得するするするする    

增加增加增加增加    zēēēēngji āāāā    増加増加増加増加するするするする    

减减减减少少少少    jiǎǎǎǎnshǎǎǎǎo 減少減少減少減少するするするする    

改改改改变变变变    gǎǎǎǎibiàn 変変変変えるえるえるえる    
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经过经过经过经过    jīīīīngguò ～～～～をををを通通通通るるるる    

通通通通过过过过    tōōōōngguò ～～～～をををを通通通通るるるる    

坚坚坚坚持持持持    jiāāāānchí 持続持続持続持続させるさせるさせるさせる    

习惯习惯习惯习惯    xíguàn 慣慣慣慣れるれるれるれる    

影影影影响响响响    yǐǐǐǐngxiǎǎǎǎng 影響影響影響影響するするするする    

负责负责负责负责    fùzé 責任責任責任責任をををを負負負負うううう    

    

形容詞形容詞形容詞形容詞1 はははは基礎的基礎的基礎的基礎的なななな形容詞形容詞形容詞形容詞62 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

热热热热    rè 熱熱熱熱いいいい、、、、暑暑暑暑いいいい    

冷冷冷冷    lěěěěng 冷冷冷冷えたえたえたえた、、、、寒寒寒寒いいいい    

大大大大    dà 大大大大きいきいきいきい    

小小小小    xiǎǎǎǎo 小小小小さいさいさいさい    

多多多多    duōōōō    多多多多いいいい    

少少少少    shǎǎǎǎo 少少少少ないないないない    

长长长长    cháng 長長長長いいいい    

短短短短    duǎǎǎǎn 短短短短いいいい    

重重重重    zhòng 重重重重いいいい    

轻轻轻轻    qīīīīng 軽軽軽軽いいいい    

高高高高    gāāāāo 高高高高いいいい    

低低低低    dīīīī    低低低低いいいい    

矮矮矮矮    ǎǎǎǎi （（（（背背背背がががが））））低低低低いいいい    

远远远远    yuǎǎǎǎn 遠遠遠遠いいいい    

近近近近    jìn 近近近近いいいい    

新新新新    xīīīīn 新新新新しいしいしいしい    

旧旧旧旧    jiù 古古古古いいいい    

老老老老    lǎǎǎǎo 古古古古いいいい    

粗粗粗粗    cūūūū    太太太太いいいい    

细细细细    xì 細細細細いいいい    

胖胖胖胖    pàng （（（（体体体体がががが））））太太太太いいいい    

瘦瘦瘦瘦    shòu （（（（体体体体がががが））））細細細細いいいい    

深深深深    shēēēēn 深深深深いいいい、（、（、（、（色色色色がががが））））濃濃濃濃いいいい    

浅浅浅浅    qiǎǎǎǎn 浅浅浅浅いいいい、（、（、（、（色色色色がががが））））薄薄薄薄いいいい    

浓浓浓浓    nóng 濃濃濃濃いいいい    

淡淡淡淡    dàn 薄薄薄薄いいいい    

厚厚厚厚    hòu 厚厚厚厚いいいい    

薄薄薄薄    báo 薄薄薄薄いいいい    

滑滑滑滑    huá 滑滑滑滑るるるる    

早早早早    zǎǎǎǎo 早早早早いいいい    

晚晚晚晚    wǎǎǎǎn （（（（時間時間時間時間がががが））））遅遅遅遅いいいい    

快快快快    kuài 速速速速いいいい    

慢慢慢慢    màn （（（（スピードスピードスピードスピードがががが））））遅遅遅遅いいいい    

酸酸酸酸    suāāāān すっぱいすっぱいすっぱいすっぱい    

甜甜甜甜    tián 甘甘甘甘いいいい    

苦苦苦苦    kǔǔǔǔ    苦苦苦苦いいいい    

辣辣辣辣    là 辛辛辛辛いいいい    

咸咸咸咸    xián しょっぱいしょっぱいしょっぱいしょっぱい    

烫烫烫烫    tàng （（（（料理料理料理料理などがなどがなどがなどが））））熱熱熱熱いいいい    

饿饿饿饿    è おなかがすくおなかがすくおなかがすくおなかがすく    

渴渴渴渴    kěěěě    のどがのどがのどがのどが渇渇渇渇くくくく    

生生生生    shēēēēng 生生生生のののの    

干干干干    gāāāān 乾燥乾燥乾燥乾燥したしたしたした    

湿湿湿湿    sh īīīī    湿湿湿湿ったったったった    

满满满满    mǎǎǎǎn いっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱいの    

空空空空    kōōōōng 空空空空のののの    

男男男男    nán 男男男男のののの    

女女女女    nǚǚǚǚ    女女女女のののの    

亮亮亮亮    liàng 明明明明るいるいるいるい    

暗暗暗暗    àn 暗暗暗暗いいいい    

香香香香    xiāāāāng （（（（よいよいよいよい））））香香香香りがするりがするりがするりがする    

臭臭臭臭    chòu 臭臭臭臭いいいい    

忙忙忙忙    máng 忙忙忙忙しいしいしいしい    

累累累累    lèi 疲疲疲疲れるれるれるれる    

疼疼疼疼    téng 痛痛痛痛いいいい    

饱饱饱饱    bǎǎǎǎo 満腹満腹満腹満腹になるになるになるになる    

久久久久    jiǔǔǔǔ    （（（（時間時間時間時間がががが））））長長長長いいいい    

对对对对    duì 合合合合っているっているっているっている    

错错错错    cuò 間違間違間違間違っているっているっているっている    

正正正正确确确确    zhèngquè 正確正確正確正確なななな    

一一一一样样样样    yíyàng 同同同同じのじのじのじの    

相反相反相反相反    xiāāāāngfǎǎǎǎn 逆逆逆逆のののの    

    

形容詞形容詞形容詞形容詞2 もももも日常的日常的日常的日常的によくによくによくによく使使使使われるわれるわれるわれる形容詞形容詞形容詞形容詞

62 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

行行行行    xíng （（（（同意同意同意同意をををを表表表表すすすす））））よいよいよいよい    

好好好好    hǎǎǎǎo 良良良良いいいい    

坏坏坏坏    huài 悪悪悪悪いいいい    

好看好看好看好看    hǎǎǎǎokàn （（（（見見見見たたたた感感感感じがじがじがじが））））良良良良いいいい    

好听好听好听好听    hǎǎǎǎot īīīīng （（（（聞聞聞聞いたいたいたいた感感感感じがじがじがじが））））良良良良いいいい    
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好吃好吃好吃好吃    hǎǎǎǎoch īīīī    （（（（食食食食べたべたべたべた感感感感じがじがじがじが））））良良良良いいいい→→→→おおおお

いしいいしいいしいいしい    

好玩好玩好玩好玩    hǎǎǎǎowán （（（（遊遊遊遊んだんだんだんだ感感感感じがじがじがじが））））良良良良いいいい→→→→

面白面白面白面白いいいい    

漂亮漂亮漂亮漂亮    piàoliang 綺麗綺麗綺麗綺麗なななな    

美美美美丽丽丽丽    měěěěilì 美美美美しいしいしいしい    

可可可可爱爱爱爱    kěěěě’ài かわいいかわいいかわいいかわいい、、、、愛愛愛愛すべきすべきすべきすべき    

聪聪聪聪明明明明    cōōōōngmíng 賢賢賢賢いいいい    

简单简单简单简单    jiǎǎǎǎndāāāān 簡単簡単簡単簡単だだだだ    

难难难难    nán 難難難難しいしいしいしい    

容易容易容易容易    róngyì 容易容易容易容易だだだだ    

复复复复杂杂杂杂    fùzá 複雑複雑複雑複雑だだだだ    

暖和暖和暖和暖和    nuǎǎǎǎnhuo 暖暖暖暖かいかいかいかい    

凉快凉快凉快凉快    liángkuài 涼涼涼涼しいしいしいしい    

热闹热闹热闹热闹    rènào にぎやかだにぎやかだにぎやかだにぎやかだ    

安静安静安静安静    āāāānjìng 静静静静かだかだかだかだ    

大概大概大概大概    dàgài おおよそのおおよそのおおよそのおおよその    

正常正常正常正常    zhèngcháng 正常正常正常正常だだだだ    

异异异异常常常常    yìcháng 異常異常異常異常だだだだ    

特特特特别别别别    tèbié 特別特別特別特別だだだだ    

一般一般一般一般    yìbāāāān 一般的一般的一般的一般的だだだだ    

顺顺顺顺利利利利    shùnlì 順調順調順調順調だだだだ    

丰丰丰丰富富富富    fēēēēngfù 豊富豊富豊富豊富だだだだ    

轻轻轻轻松松松松    qīīīīngs ōōōōng リラックスリラックスリラックスリラックスしたしたしたした、、、、緩緩緩緩やかやかやかやか

なななな    

紧张紧张紧张紧张    jǐǐǐǐnzhāāāāng 緊張緊張緊張緊張したしたしたした    

幸福幸福幸福幸福    xìngfú 幸幸幸幸せなせなせなせな    

奇怪奇怪奇怪奇怪    qíguài 変変変変なななな    

有名有名有名有名    yǒǒǒǒumíng 有名有名有名有名なななな    

重要重要重要重要    zhòngyào 重要重要重要重要なななな    

确确确确实实实实    quèshí 確実確実確実確実なななな    

突然突然突然突然    tūūūūrán 突然突然突然突然のののの    

急急急急    jí 急急急急ぎのぎのぎのぎの    

原来原来原来原来    yuánlái 元元元元々々々々のののの    

清楚清楚清楚清楚    qīīīīngchu はっきりとしたはっきりとしたはっきりとしたはっきりとした    

干干干干净净净净    gāāāānjìng 清潔清潔清潔清潔なななな    

脏脏脏脏    zāāāāng 汚汚汚汚いいいい    

乱乱乱乱    luàn 乱乱乱乱れたれたれたれた、（、（、（、（治安治安治安治安がががが））））悪悪悪悪いいいい    

愉快愉快愉快愉快    yúkuài 楽楽楽楽しいしいしいしい    

高高高高兴兴兴兴    gāāāāoxìng 嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい    

难过难过难过难过    nánguò つらいつらいつらいつらい    

讨厌讨厌讨厌讨厌    tǎǎǎǎoyàn 嫌嫌嫌嫌いないないないな    

认认认认真真真真    rènzh ēēēēn まじめなまじめなまじめなまじめな    

热热热热情情情情    rèqíng 親切親切親切親切なななな    

舒服舒服舒服舒服    shūūūūfu 気持気持気持気持ちのよいちのよいちのよいちのよい    

合合合合适适适适    héshì ぴったりのぴったりのぴったりのぴったりの    

方便方便方便方便    fāāāāngbiàn 便利便利便利便利なななな    

随便随便随便随便    suíbiàn 気気気気のののの向向向向くままのくままのくままのくままの    

笨笨笨笨    bèn おろかなおろかなおろかなおろかな    

安全安全安全安全    āāāānquán 安全安全安全安全なななな    

危危危危险险险险    wēēēēixiǎǎǎǎn 危険危険危険危険なななな    

便宜便宜便宜便宜    piányi （（（（価格価格価格価格がががが））））安安安安いいいい    

贵贵贵贵    guì （（（（価格価格価格価格がががが））））高高高高いいいい    

假假假假    jiǎǎǎǎ    偽偽偽偽のののの    

黑黑黑黑    hēēēēi 黒黒黒黒いいいい    

白白白白    bái 白白白白いいいい    

红红红红    hóng 赤赤赤赤いいいい    

黄黄黄黄    huáng 黄色黄色黄色黄色いいいい    

绿绿绿绿    lǜǜǜǜ    緑緑緑緑のののの    

蓝蓝蓝蓝    lán 
 
副詞副詞副詞副詞46 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

就就就就    jiù すぐすぐすぐすぐ、、、、ただただただただ、、、、こそなどのこそなどのこそなどのこそなどの複数複数複数複数のののの意味意味意味意味

ありありありあり。。。。    

再再再再    zài またまたまたまた、、、、再度再度再度再度    

又又又又    yòu またもやまたもやまたもやまたもや    

也也也也    yěěěě    ～～～～もももも    

都都都都    dōōōōu ～～～～はすべてはすべてはすべてはすべて    

还还还还    hái まだまだまだまだ    

很很很很    hěěěěn とてもとてもとてもとても    

更更更更    gèng さらにさらにさらにさらに    

真真真真    zhēēēēn 本当本当本当本当にににに    

只只只只    zhǐǐǐǐ    ただただただただ    

才才才才    cái ～～～～してはじめてしてはじめてしてはじめてしてはじめて、、、、やっとやっとやっとやっと    

先先先先    xiāāāān 先先先先にににに、、、、まずまずまずまず    

经经经经常常常常    jīīīīngcháng いつもいつもいつもいつも    

一直一直一直一直    yìzhí ずっとずっとずっとずっと    

有有有有时时时时候候候候    yǒǒǒǒushíhòu 時時時時々々々々    

偶偶偶偶尔尔尔尔    ǒǒǒǒu’ěěěěr たまにたまにたまにたまに    
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总总总总是是是是    zǒǒǒǒngshì いつもいつもいつもいつも    

刚刚刚刚    gāāāāng ～～～～したばかりしたばかりしたばかりしたばかり    

马马马马上上上上    mǎǎǎǎshàng すぐにすぐにすぐにすぐに    

立刻立刻立刻立刻    lìkè すぐにすぐにすぐにすぐに    

一下子一下子一下子一下子    yíxiàzi 一気一気一気一気にににに    

已已已已经经经经    yǐǐǐǐjīīīīng 既既既既にににに    

终终终终于于于于    zhōōōōngyú やっとやっとやっとやっと    

逐逐逐逐渐渐渐渐    zhújiàn だんだんだんだんだんだんだんだん    

最最最最    zuì もっとももっとももっとももっとも    

非常非常非常非常    fēēēēicháng 非常非常非常非常にににに    

比比比比较较较较    bǐǐǐǐjiào わりとわりとわりとわりと    

当然当然当然当然    dāāāāngrán 当然当然当然当然    

至少至少至少至少    zhìshǎǎǎǎo 少少少少なくともなくともなくともなくとも    

几乎几乎几乎几乎    jīīīīhūūūū    ほとんどほとんどほとんどほとんど    

到底到底到底到底    dàodǐǐǐǐ    いったいいったいいったいいったい    

多多多多么么么么    duōōōōme こんなにもこんなにもこんなにもこんなにも    

还还还还是是是是    háishi やはりやはりやはりやはり、～、～、～、～かそれともかそれともかそれともかそれとも～～～～    

一共一共一共一共    yígòng 全部全部全部全部でででで    

果然果然果然果然    guǒǒǒǒrán やはりやはりやはりやはり    

一定一定一定一定    yídìng きっときっときっときっと    

好像好像好像好像    hǎǎǎǎoxiàng 多分多分多分多分    

也也也也许许许许    yěěěěxǔǔǔǔ    おそらくおそらくおそらくおそらく～～～～かもしれないかもしれないかもしれないかもしれない    

然后然后然后然后    ránhòu それからそれからそれからそれから    

一起一起一起一起    yìqǐǐǐǐ    一緒一緒一緒一緒にににに    

顺顺顺顺便便便便    shùnbiàn ついでについでについでについでに    

好不容易好不容易好不容易好不容易    hǎǎǎǎoburóngyì やっとのことでやっとのことでやっとのことでやっとのことで    

互相互相互相互相    hùxi āāāāng おおおお互互互互いにいにいにいに    

偷偷偷偷偷偷偷偷    tōōōōutōōōōu こっそりとこっそりとこっそりとこっそりと    

万一万一万一万一    wàny īīīī    万一万一万一万一    

反正反正反正反正    fǎǎǎǎnzhèng どちらにせよどちらにせよどちらにせよどちらにせよ    

    

介詞介詞介詞介詞・・・・接続詞接続詞接続詞接続詞20 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

跟跟跟跟    gēēēēn ～～～～とととと    

和和和和    hé ～～～～とととと    

给给给给    gěěěěi ～～～～にににに    

从从从从    cóng ～～～～からからからから    

到到到到    dào ～～～～にににに    

离离离离    lí ～～～～からからからから    

朝朝朝朝    cháo ～～～～にににに向向向向かってかってかってかって    

向向向向    xiàng ～～～～にににに向向向向かってかってかってかって    

往往往往    wǎǎǎǎng ～～～～にににに向向向向かってかってかってかって    

对对对对    duì ～～～～にににに対対対対してしてしてして    

比比比比    bǐǐǐǐ    ～～～～よりよりよりより    

在在在在    zài ～～～～でででで    

为为为为    wèi ～～～～のためにのためにのためにのために    

所以所以所以所以    suǒǒǒǒyǐǐǐǐ    なのでなのでなのでなので    

但是但是但是但是    dànshì しかししかししかししかし    

可是可是可是可是    kěěěěshì しかししかししかししかし    

不不不不过过过过    búguò でもでもでもでも    

如果如果如果如果    rúguǒǒǒǒ    もしもしもしもし    

那那那那么么么么    nàme ならならならなら～～～～    

的的的的话话话话    dehuà ～～～～ならならならなら    

    

使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度のののの高高高高いいいい名詞名詞名詞名詞84 個個個個ですですですです。。。。    

単語単語単語単語    拼拼拼拼音音音音    意味意味意味意味    

汉汉汉汉字字字字    hànzì 漢字漢字漢字漢字    

汉语汉语汉语汉语    hànyǔǔǔǔ    中国語中国語中国語中国語    

日日日日语语语语    rìyǔǔǔǔ    日本語日本語日本語日本語    

春天春天春天春天    chūūūūnti āāāān 春春春春    

夏天夏天夏天夏天    xiàti āāāān 夏夏夏夏    

秋天秋天秋天秋天    qiūūūūtiāāāān 秋秋秋秋    

冬天冬天冬天冬天    dōōōōngti āāāān 冬冬冬冬    

早上早上早上早上    zǎǎǎǎoshàng 朝朝朝朝    

晚晚晚晚上上上上    wǎǎǎǎnshàng 夜夜夜夜    

白天白天白天白天    báiti āāāān 昼間昼間昼間昼間    

夜里夜里夜里夜里    yèlǐǐǐǐ    夜中夜中夜中夜中    

上午上午上午上午    shàngw ǔǔǔǔ    午前午前午前午前    

下午下午下午下午    xiàwǔǔǔǔ    午後午後午後午後    

刚刚刚刚才才才才    gāāāāngcái さっきさっきさっきさっき    

过过过过去去去去    guòqù 過去過去過去過去    

现现现现在在在在    xiànzài 今今今今、、、、現在現在現在現在    

将来将来将来将来    jiāāāānglái 未来未来未来未来    

以前以前以前以前    yǐǐǐǐqián 以前以前以前以前    

里里里里边边边边    lǐǐǐǐbian 中中中中    

外外外外边边边边    wàibian 外外外外    

上上上上边边边边    shàngbian 上上上上    

下下下下边边边边    xiàbian 下下下下    

右右右右边边边边    yòubian 右右右右    

左左左左边边边边    zuǒǒǒǒbian 左左左左    
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东边东边东边东边    dāāāāngbian 東東東東    

南南南南边边边边    nánbian 南南南南    

西西西西边边边边    xīīīībian 西西西西    

北北北北边边边边    běěěěibian 北北北北    

方向方向方向方向    fāāāāngxiàng 方向方向方向方向    

附近附近附近附近    fùjìn 付近付近付近付近    

爸爸爸爸爸爸爸爸    bāāāāba 父父父父    

妈妈妈妈妈妈妈妈    māāāāma 母母母母    

爷爷爷爷爷爷爷爷    yéye （（（（父方父方父方父方のののの））））祖父祖父祖父祖父    

奶奶奶奶奶奶奶奶    nǎǎǎǎinai （（（（父方父方父方父方のののの））））祖母祖母祖母祖母    

哥哥哥哥哥哥哥哥    gēēēēge 兄兄兄兄    

姐姐姐姐姐姐姐姐    jiěěěějie 姉姉姉姉    

弟弟弟弟弟弟弟弟    dìdi 弟弟弟弟    

妹妹妹妹妹妹妹妹    mèimei 妹妹妹妹    

外公外公外公外公    wàig ōōōōng （（（（母方母方母方母方のののの））））祖父祖父祖父祖父    

外婆外婆外婆外婆    wàipó （（（（母方母方母方母方のののの））））祖母祖母祖母祖母    

车车车车    chēēēē    車車車車    

火火火火车车车车    huǒǒǒǒchēēēē    列車列車列車列車    

公交公交公交公交车车车车    gōōōōngji āāāāoch ēēēē    バスバスバスバスなどのなどのなどのなどの公共公共公共公共のののの

乗乗乗乗りりりり物物物物    

出租出租出租出租车车车车    chūūūūzūūūūchēēēē    タクシータクシータクシータクシー    

自行自行自行自行车车车车    zìxíngch āāāā    自転車自転車自転車自転車    

飞飞飞飞机机机机    fāāāāijāāāā    飛行機飛行機飛行機飛行機    

车车车车站站站站    chēēēēzhàn 駅駅駅駅、、、、バスバスバスバス停停停停    

机机机机场场场场    jāāāāchǎǎǎǎng 空港空港空港空港    

地地地地图图图图    dìtú 地図地図地図地図    

门门门门    mén ドアドアドアドア、、、、門門門門    

入口入口入口入口    rùkǒǒǒǒu 入入入入りりりり口口口口    

出口出口出口出口    chūūūūkǒǒǒǒu 出口出口出口出口    

钱钱钱钱    qián おおおお金金金金    

银银银银行行行行    yínháng 銀行銀行銀行銀行    

价格价格价格价格    jiàgé 価格価格価格価格    

人民人民人民人民币币币币    rénmínbì 人民元人民元人民元人民元    

日元日元日元日元    rìyuán 日本円日本円日本円日本円    

美元美元美元美元    měěěěiyuán 米米米米ドルドルドルドル    

护护护护照照照照    hùzhào パスポートパスポートパスポートパスポート    

公司公司公司公司    gāāāāngs āāāā    会社会社会社会社    

工厂工厂工厂工厂    gāāāāngchǎǎǎǎng 工場工場工場工場    

留学生留学生留学生留学生    liúxuésh āāāāng 留学生留学生留学生留学生    

工作工作工作工作    gāāāāngzuò 仕事仕事仕事仕事    

电话电话电话电话    diànhuà 電話電話電話電話    

号号号号码码码码    hàomǎǎǎǎ    番号番号番号番号    

密密密密码码码码    mìmǎǎǎǎ    パスワードパスワードパスワードパスワード    

身体身体身体身体    shēēēēntǐǐǐǐ    体体体体    

医院医院医院医院    yīīīīyuàn 病院病院病院病院    

街街街街    jiēēēē    街街街街、～、～、～、～通通通通りりりり（（（（道道道道のののの名前名前名前名前））））    

食堂食堂食堂食堂    shítáng 食堂食堂食堂食堂    

东东东东西西西西    dōōōōngxi ものものものもの    

垃圾垃圾垃圾垃圾    lāāāājīīīī    ゴミゴミゴミゴミ    

水水水水    shuǐǐǐǐ    水水水水    

面包面包面包面包    miànb āāāāo パンパンパンパン    

水果水果水果水果    shuǐǐǐǐguǒǒǒǒ    果物果物果物果物    

筷筷筷筷子子子子    kuàizi 箸箸箸箸    

米米米米饭饭饭饭    mǐǐǐǐfàn 米米米米、、、、白白白白いごいごいごいご飯飯飯飯    

肉肉肉肉    ròu 肉肉肉肉    

洗澡洗澡洗澡洗澡间间间间    xǐǐǐǐzǎǎǎǎoji āāāān 風呂場風呂場風呂場風呂場、、、、バスルーバスルーバスルーバスルー

ムムムム    

洗手洗手洗手洗手间间间间    xǐǐǐǐshǒǒǒǒuji āāāān トイレトイレトイレトイレ    

纸纸纸纸    zhǐǐǐǐ    紙紙紙紙、、、、ティッシュティッシュティッシュティッシュ    

被子被子被子被子    bèizi （（（（かけかけかけかけ））））ふとんふとんふとんふとん    

信信信信    xìn 手紙手紙手紙手紙    

音音音音乐乐乐乐    yīīīīnyuè ________    
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