
No 中国語 ピンイン 日本語

1 你的爱好是什么? nǐ de àihào shì shénme あなたの趣味はなんですか。
2 你有什么爱好？ nǐ yǒu shé me àihào どんな趣味を持っていますか。
3 我的爱好是〜 wǒ de àihào shì 〜 私の趣味は〜。
4 我的爱好是园艺 wǒ de àihào shì yuányì 私の趣味は園芸です。
5 〜迷 〜 mí 〜ファン。〜狂。〜マニア。
6 集邮迷 jíyóumí 切手収集マニア。
7 棒球迷 bàngqiúmí 野球狂。
8 〜爱好者 〜 àihàozhě 〜愛好者。〜ファン。
9 盆景爱好者 pénjǐng àihàozhě 盆栽愛好者。
10 我爱好〜 wǒ àihào 〜 私は趣味で〜する。
11 我爱好集邮 wǒ àihào jíyóu 私は趣味で切手収集をします。
12 我爱好打太极拳 wǒ àihào dǎ tàijíquán 私は趣味で太極拳をします。
13 我对〜很感兴趣 wǒ duì 〜 hěn gǎn xìngqù 私は〜に興味があります。
14 我对〜不感兴趣 wǒ duì 〜 bù gǎn xìngqù 私は〜に興味がありません。
15 我对〜没有什么兴趣 wǒ duì 〜 méiyǒu shénme xìngqù 私は〜になんの興味もありません。
16 引起兴趣 yǐnqǐ xìngqù 興味がわく。興味そそられる。
17 兴趣不浓 xìngqù bù nóng 興味が薄い。
18 我的兴趣是 〜 wǒ de xìngqù shì 私の興味は〜。
19 我的兴趣是读漫画和午睡 wǒ de xìngqù shì dú mànhuà hé wǔshuì 私の趣味は漫画を読むのと昼寝をすることです。
20 我喜欢 〜 wǒ xǐhuan 〜 私は〜が好きです。
21 我喜欢听音乐 wǒ xǐhuan tīng yīnyuè 私は音楽を聞くのが好きです。
22 游艺 yóuyì 娯楽。
23 赌博 dǔbó ギャンブル。
24 打赌 dǎdǔ 賭けをする。
25 赌钱 dǔqián 金を賭ける。ばくちを打つ。
26 对棋牌 duìqípái テーブルゲーム。
27 扑克 pūkè トランプ。
28 打牌 dǎpái トランプで遊ぶ。マージャンをする。
29 麻将 májiàng マージャン。
30 打麻将 dǎ májiàng マージャンをする。
31 象棋 xiàngqí 将棋。
32 下象棋 xià xiàngqí 将棋を指す。
33 围棋 wéiqí 囲碁。
34 下围棋 xià wéiqí 碁を打つ。
35 黑白棋 hēibáiqí オセロ。
36 玩黑白棋 wán hēibáiqí オセロで遊ぶ。
37 色子 shǎizi サイコロ。
38 掷色子 zhì shǎizi さいころ遊びをする。サイコロを振る。
39 骰子 tóuzi サイコロ。
40 掷骰子 zhí tóuzi さいころ遊びをする。サイコロを振る。
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41 游戏 yóuxì ゲーム。
42 玩游戏 wán yóuxì ゲームで遊ぶ。ゲームをする。
43 电子游戏 diànzǐ yóuxì テレビゲーム。
44 网络游戏 wǎngluò yóuxì ネットゲーム。オンラインゲーム。
45 上网 shàngwǎng ネットアクセス。
46 网上冲浪 wǎngshàng chōnglàng ネットサーフィン。
47 集邮 jíyóu 切手収集。
48 收集古董 shōují gǔdǒng 骨董品収集。
49 搜集古书 sōují gǔshū 古書の探し集め。
50 收集唱片 shōují chàngpiàn レコード盤の収集。
51 鉴赏绘画 jiànshǎng huìhuà 絵画鑑賞。
52 欣赏绘画 xīnshǎng huìhuà 絵画鑑賞。
53 观赏绘画 guānshǎng huìhuà 絵画鑑賞。
54 看艺术 kàn yìshù 芸術鑑賞。
55 欣赏戏剧 xīnshǎng xìjù 演劇鑑賞。
56 音乐欣赏 yīnyuè xīnshǎng 音楽鑑賞。
57 听音乐 tīng yīnyuè 音楽を聴く。
58 看电视 kàn diànshì テレビを見る。
59 看电影 kàn diànyǐng 映画を見る。
60 看DVD kàn DVD DVDを見る。
61 看搞笑节目 kàn gǎoxiào jiémù お笑い番組を見る。
62 看动漫 kàn dòngmàn アニメを見る。マンガを見る。
63 看动画片 kàn dònghuà piàn 動画を見る。アニメを見る。
64 看漫画 kàn mànhuà 漫画を読む。
65 读漫画 dú mànhuà 漫画を読む。
66 画漫画 huà mànhuà マンガを書く。
67 收集手办 shōují shǒubàn フィギュア収集。
68 组装塑料模型 zǔzhuāng sùliào móxíng プラモデルの組み立て。
69 拼拼图 pīn pīntú パズルをつなぐ。
70 看书 kàn shū 読書。
71 读书 dúshū 読書する。
72 画画 huà huà 絵を書く。
73 画⻛景画 huà fēngjǐng huà 風景画を描く。
74 书法 shūfǎ 書道。
75 写书法 xiě shūfǎ 書道をやる。
76 吟诗 yínshī 詩を吟じる。
77 写作 xiězuò 書き物をする。
78 学历史 xué lìshǐ 歴史を学ぶ。
79 缝纫 féngrèn 裁縫。
80 做饰品 zuò shìpǐn アクセサリー作り。

あなたの趣味は何ですか。私の趣味は〜。 2/5

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 烹饪 pēngrèn 料理する。
82 做菜 zuòcài 料理を作る。
83 做点心 zuò diǎnxīn お菓子作り。
84 吃好吃的 chī hǎochī de おいしいものを食べる。
85 摄影 shèyǐng 撮影する。
86 照相 zhàoxiàng 写真を撮る。
87 拍照 pāizhào 写真を撮る。
88 cosplay cosplay コスプレ。
89 园艺 yuányì 園芸。ガーデニング。
90 盆景 pénjǐng 盆栽。箱庭。
91 养花 yǎnghuā 花を育てる。
92 演奏 yǎnzòu 演奏。
93 钢琴 gāngqín ピアノ。
94 弹钢琴 tán gāngqín ピアノを弾く。
95 吉他 jítā ギター。
96 弹吉他 tán jítā ギターを弾く。
97 二胡 èrhú 二胡。
98 拉二胡 lā èrhú 二胡を弾く。
99 乐队演奏 yuèduì yǎnzòu バンド演奏。楽団演奏。
100 唱歌 chàng gē 歌を歌う。
101 卡拉ＯＫ kǎlā O K カラオケ。
102 唱卡拉ＯＫ chàng kǎlā O K カラオケを歌う。
103 合唱 héchàng 合唱する。
104 宠物 chǒngwù ペット。
105 照料宠物 zhàoliào chǒngwù ペットの世話をする。
106 魔术 móshù 手品。
107 演魔术 yǎn móshù 手品をする。
108 占卜 zhānbǔ 占いをする。
109 学习茶道 xuéxí chádào 茶道を習う。
110 插花艺术 chāhuā yìshù フラワーアート。生け花。
111 冥想 míngxiǎng 瞑想。
112 妄想 wàngxiǎng 妄想。
113 铁路迷 tiělù mí 鉄道ファン。
114 宅男 zháinán オタクの男子。
115 宅女 zháinǚ オタクの女子。
116 追星族 zhūixīngzú 芸能人の追っかけ。
117 偶像粉丝 ǒuxiàng fěnsī アイドルのファン。
118 开⻋ kāichē 車の運転。
119 兜⻛ dōufēng ドライブする。
120 骑摩托⻋ qí mótuōchē バイクに乗る。
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121 摩托⻋旅行 mótuōchē lǚxíng バイクツーリング。
122 骑⻋ qí chē 自転車に乗る。
123 自行⻋旅行 zìxíngchē lǚxíng サイクリング。
124 滑板 huábǎn スケートボード。
125 轮滑 lúnhuá ローラースケート。
126 滑雪 huáxuě スキー。
127 滑冰 huábīng スケート。
128 单板滑雪 dānbǎn huáxuě スノーボード。
129 健身 jiànshēn トレーニングする。
130 锻炼肌肉 duànliàn jīròu 筋トレ。
131 运动 yùndòng スポーツ。運動。
132 做运动 zuò yùndòng スポーツをする。
133 看运动 kàn yùndòng スポーツを見る。
134 游泳 yóuyǒng 水泳する。
135 跑步 pǎobù ジョギング。
136 慢跑 mànpǎo ジョギング。
137 走步 zǒubù ウォーキング。
138 散步 sànbù 散歩。
139 逛街 guàngjiē 街をぶらつく。ウィンドーショッピング。
140 周游神社 zhōuyóu shénshè 神社巡り。
141 购物 gòuwù ショッピング。
142 网上购物 wǎngshàng gòuwù ネットショッピング。
143 太极拳 tàijíquán 太極拳。
144 打太极拳 dǎ tàijíquán 太極拳をする。
145 功夫 gōngfu カンフー。拳法。
146 练功夫 liàn gōngfu 武術の修行をする。
147 剑道 jiàndào 剣道。
148 格斗技术 gédòu jìshù 格闘技。
149 格斗迷 gédòu mí 格闘技ファン。
150 跳舞 tiàowǔ ダンス。
151 广场舞 guǎngchǎng wǔ 広場踊り。
152 郊游 jiāoyóu ピクニック。
153 爬山 páshān 山登り。ハイキング。
154 登山 dēngshān 登山。
155 露营 lùyíng キャンプする。
156 野营 yěyíng キャンプする。
157 旅行 lǚxíng 旅行。
158 旅游 lǚyóu 旅行。
159 钓⻥ diàoyú 釣りをする。
160 赏⻦ shǎngniǎo バードウォッチング。
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161 采集昆虫 cǎijí kūnchóng 昆虫採集。
162 天体观测 tiāntǐ guāncè 天体観測。
163 看体育比赛 kàn tǐyù bǐsài スポーツ試合の観戦。
164 棒球 bàngqiú 野球。
165 看棒球 kàn bàngqiú 野球観戦。
166 棒球迷 bàngqiú mí 野球ファン。
167 打棒球 dǎ bàngqiú 野球をする。
168 足球 zúqiú サッカー。
169 看足球 kàn zúqiú サッカー観戦。
170 足球迷 zúqiú mí サッカーファン。
171 踢足球 tī zúqiú サッカーをする。
172 橄榄球 gǎnlǎnqiú ラグビー。
173 美式橄榄球 měishì gǎnlǎnqiú アメフト。
174 篮球 lánqiú バスケットボール。
175 排球 páiqiú バレーボール。
176 网球 wǎngqiú テニス。
177 冰球 bīngqiú アイスホッケー。
178 高尔夫球 gāo'ěrfūqiú ゴルフ。
179 垒球 lěiqiú ソフトボール。
180 羽毛球 yǔmáoqiú バドミントン。
181 乒乓球 pīngpāngqiú 卓球。
182 冲浪 chōnglàng サーフィン。波乗り。
183 赛⻢ sàimǎ 競馬。
184 保龄球 bǎolíngqiú ボウリング。
185 ⻜镖 fēibiāo ダーツ。（ブーメラン、手裏剣）
186 台球 táiqiú ビリヤード。
187 搭讪 dāshàn 声をかける。ナンパ。
188 被搭讪 bèi dāshàn 声をかけられる。ナンパされる。
189 观察美女 guānchá měinǚ 美女観察。美女ウォッチング。
190 勾引男人 gōuyǐn nánrén 男を誘惑する。
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