
No 中国語 ピンイン 日本語

1 话 huà 話。言葉。
2 谈 tán 話。談話。話す。
3 聊天 liáotiān おしゃべりする。雑談。チャット。
4 闲谈 xiántán おしゃべりする。雑談。
5 叙谈 xùtán おしゃべりする。雑談。
6 言词 yáncí 言葉。
7 说话 shuōhuà 話す。
8 谈话 tánhuà 互いに話す。談話。
9 言谈 yántán 話す。語り合う。
10 讲话 jiǎnghuà 発言する。演説。講義。
11 训话 xùnhuà 訓示する。
12 训词 xùncí 訓示。
13 致辞 zhìcí 挨拶を述べる。式辞を述べる。
14 致词 zhìcí 挨拶を述べる。式辞を述べる。
15 对话 duìhuà 対話する。
16 会话 huìhuà 会話する。
17 会谈 huìtán 会談する。話し合う。
18 座谈 zuòtán 座談する。
19 交谈 jiāotán 話す。語り合う。
20 接谈 jiētán 直接に話す。会談する。
21 漫谈 màntán 自由に語る。
22 攀谈 pāntán 話をする。雑談する。
23 倾谈 qīngtán 打ち解けて話し合う。
24 话题 huàtí 話題。
25 讨论 tǎolùn 討論。議論。検討。
26 议论 yìlùn 話題にする。意見。
27 谈论 tánlùn 取りざたする。議論。
28 消息 xiāoxi 知らせ。便り。ニュース。
29 传闻 chuánwén うわさ。うわさに聞く。
30 ⻛言⻛语 fēngyán fēngyǔ 根も葉もないうわさ。悪意あるうわさ。
31 海外奇谈 hǎiwài qítán 根も葉もないうわさ。めずらしい話。
32 ⻛闻 fēngwén 風のたよりに聞く。うわさに聞く。
33 谣言 yáoyán デマ。
34 流言 liúyán デマ。
35 传说 chuánshuō うわさ。言い伝え。伝説。
36 口传 kǒuchuán 口での伝承。言い伝え。
37 口碑 kǒubēi クチコミ。評判。
38 故事 gùshi 物語。お話し。昔話。ストーリー。
39 寓言 yùyán おとぎ話。
40 童话 tónghuà 童話。
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41 神话 shénhuà 神話。根拠のない話。
42 台词 táicí せりふ。
43 古话 gǔhuà 昔から伝わる言葉。
44 老话 lǎohuà ことわざ。古くからの言葉。古い話。
45 俗话 súhuà ことわざ。
46 谈判 tánpàn 協議する。交渉する。談判する。
47 会谈 huìtán 会談する。
48 面谈 miàntán 面談する。
49 协商 xiéshāng 協議する。話し合う。
50 商量 shāngliang 相談する。意見を交わす。打ち合わせる。
51 商议 shāngyì 相談する。協議する。
52 商谈 shāngtán 話し合う。面談する。打ち合わせる。
53 深谈 shēntán 深く突っ込んで話す。
54 详谈 xiángtán 詳しく話す。
55 磋商 cuōshāng 何度も話し合う。折衝する。
56 商务谈判 shāngwù tánpàn 商談。
57 谈生意 tán shēngyi 商談。取引。
58 洽谈 qiàtán 交渉する。商談する。
59 闲话 xiánhuà むだ話。雑談。陰口。うわさ話。
60 废话 fèihuà むだ口。くだらない話。
61 私语 sīyǔ 私語。
62 屁话 pìhuà 出まかせ。くだらない話。
63 家常话 jiāchánghuà ありふれた話。雑談。
64 坏话 huàihuà 悪口。陰口。
65 骂人话 màrénhuà 悪口。
66 微词 wēicí 非難。批判。
67 一面之词 yī miàn zhī cí 一方だけの主張。
68 异词 yìcí 異論。異議。
69 疯话 fēnghuà でたらめな話。
70 怪话 guàihuà でたらめな話。愚痴。
71 ⻤话 guǐhuà でたらめ。うそ。
72 昏话 hūnhuà でたらめ。たわごと。
73 瞎话 xiāhuà うそ。でたらめ。
74 托词 tuōcí 言い訳。口実。
75 荤话 hūnhuà 下品な話。卑猥な話。
76 浑话 húnhuà 筋の通らない話。でたらめな話。
77 胡话 húhuà うわごと。
78 活话 huóhuà 含みのある話。曖昧な言葉。
79 气话 qìhuà 腹立ちまぎれの言葉。
80 脏话 zānghuà 下品な言葉。汚い言葉。
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81 丑话 chǒuhuà 俗な話。気まずい話。
82 猥词 wěicí みだらな言葉。下品な言葉。
83 黑话 hēihuà 隠語。合い言葉。
84 口令 kǒulìng 合い言葉。暗号。
85 粗话 cūhuà 荒っぽい言葉。
86 村话 cūnhuà 荒っぽい言葉。
87 硬话 yìnghuà 強がり。強硬な言葉。
88 ⻛凉话 fěngliánghuà 嫌味。水を差す言葉。ケチをつける言葉。
89 刺儿话 cìrhuà 嫌味。とげのある言葉。
90 俏皮话 qiàopihuà しゃれ。皮肉っぽい冗談。
91 反话 fǎnhuà 反語。皮肉。
92 严词 yáncí きびしい言葉。
93 冷话 lěnghuà 冷淡な言葉。
94 二话 èrhuà 異存。文句。
95 软话 ruǎnhuà へりくだった言葉。弱音。
96 夸奖的话 kuājiǎng de huà ほめ言葉。
97 谀词 yúcí お世辞。
98 赞词 zàncí 賛辞。
99 场面话 chǎngmiànhuà つきあい上のほめ言葉。社交辞令。
100 客套话 kètàohuà 儀礼の文句。外交辞令。
101 套话 tàohuà 決まり文句。
102 答词 dácí 答辞。謝辞。
103 誓词 shìcí 宣誓。誓いの言葉。
104 贺词 hècí 祝辞。
105 献辞 xiàncí 祝辞。
106 献词 xiàncí 祝辞。
107 祝词 zhùcí 祝詞(のりと)。祝辞。
108 祝辞 zhùcí 祝詞(のりと)。祝辞。
109 题词 tící 記念の言葉。励ましの言葉。
110 悼辞 dàocí 弔辞。
111 哀辞 āicí 弔辞。
112 哀词 āicí 弔辞。
113 挽词 wǎncí 弔文。哀悼の言葉。
114 谢辞 xiècí 感謝の言葉。謝辞。
115 门面话 ménmianhuà 上っ面だけの話。体裁のよい話。
116 漂亮话 piàolianghuà きれいごと。
117 现成话 xiànchénghuà 思いつきの言葉。無責任な言葉。
118 佳话 jiāhuà 美談。
119 美谈 měitán 美談。
120 开玩笑 kāi wánxiào 冗談を言う。
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121 打哈哈 dǎ hāha 冗談を言う。
122 玩笑 wánxiào 冗談。
123 玩话 wánhuà 冗談。
124 笑谈 xiàotán 冗談。
125 实话 shíhuà ほんとの話。
126 假话 jiǎhuà うその話。作り話。
127 谎话 huǎnghuà うそ。
128 白话 báihuà 根拠のない話。うその話。ホラ。
129 不经之谈 bù jīng zhī tán 根拠のない話。でたらめな説。
130 空谈 kōngtán 根拠のない話。絵空事。
131 侈谈 chǐtán おおげさな話。ホラ。
132 大话 dàhuà 威勢のいい話。おおげさな話。ホラ。建前。
133 夸张的故事 kuāzhāng de gùshi 誇張された話。
134 吹牛 chuīniú ホラを吹く。
135 夸口 kuǎkǒu ホラを吹く。
136 准话 zhǔnhuà 確実な話。
137 供词 gòngcí 供述。
138 证词 zhèngcí 証言。
139 证辞 zhèngcí 証言。
140 好话 hǎohuà 有益な話。忠告。聞こえのよい言葉。なだめ。
141 好事 hǎoshì いい事。いい話。
142 人话 rénhuà 人間らしい言葉。
143 直话 zhíhuà 正直な言葉。直言。
144 不好的事 bùhǎo de shì よくない事。よくない話。
145 坏事 huàishì 悪い事。悪い話。
146 趣谈 qùtán 面白い話。
147 有意思的话 yǒu yìsi de huà 面白い話。
148 有趣的话 yǒuqù de huà 楽しい話。
149 有趣的故事 yǒuqù de gùshi 楽しいお話。
150 趣话 qùhuà 興味を引く話。
151 奇谈 qítán 奇怪な話。
152 悲伤的事情 bēishāng de shìqíng 悲しい事。悲しい話。
153 笑话 xiàohua 笑い話。
154 笑谈 xiàotán 笑い話。
155 无聊的话 wúliáo de huà 退屈な話。
156 无聊的故事 wúliáo de gùshi 退屈なお話。
157 常谈 chángtán 平凡な話。聞きなれた話。
158 老生常谈 lǎoshēng chángtán 誰もが知っているありふれた話。
159 动人的故事 dòngrén de gùshi 感動的な話。
160 感人的故事 gǎnrén de gùshi 感動させる話。
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161 憾事 hànshì 残念な事。残念な話。
162 索赔 suǒpéi 弁償を求める。クレーム。
163 抱怨 bàoyuàn 恨みごとを言う。クレーム。
164 投诉 tóusù 訴える。クレーム。
165 意⻅ yìjian 意見。
166 不满 bùmǎn 不満。
167 要求 yāoqiú 要求。
168 心病 xīnbìng 悩み事。
169 心事 xīnshì 悩み事。
170 烦恼 fánnǎo 悩み。
171 经验之谈 jīngyàn zhī tán 体験談。
172 过去的事 guòqù de shì 昔の事。昔の話。
173 内幕 nèimù 内幕。裏ばなし。
174 悄悄话 qiāoqiaohuà 内緒話。ささやき。ひそひそ話。
175 私话 sīhuà 内緒話。
176 心腹话 xīnfùhuà 秘密の話。打ち明け話。
177 念念有词 niànniànyǒucí ぶつぶつつぶやく。
178 恐怖的故事 kǒngbù de gùshi 怖い話。恐ろしい話。
179 英雄事迹传 yīngxióng shìjì chuán 武勇伝。
180 傻话 shǎhuà バカ話。
181 痴话 chīhuà バカ話。
182 蠢话 chǔnhuà バカ話。
183 情话 qínghuà イチャイチャ話。
184 分手的磋商 fēnshǒu de cuōshāng 別れ話。
185 提出要分手 tíchū yào fēnshǒu 別れを切り出す。
186 知心话 zhīxīnhuà 腹を割った話。うちあけ話。思いやる言葉。
187 恫吓 dònghè 脅し。
188 威吓 wēihè 威嚇。
189 威吓的话 wēihè de huà 脅し文句。
190 欺人之谈 qīrén zhī tán 人をだます話。人をばかにした言い草。
191 醉话 zuìhuà 酒の上の言葉。
192 梦话 mènghuà 寝言。たわごと。
193 空话 kōnghuà 空論。
194 行话 hánghuà 業界用語。専門用語。
195 俚语 lǐyǔ スラング。
196 大白话 dàbáihuà 俗な言葉。
197 问话 wènhuà たずねる。質問する。
198 回话 huíhuà 返事。回答。
199 传话 chuánhuà 伝言を取り次ぐ。
200 一席话 yī xí huà まとまった話。一区切りの話。
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201 ⻓谈 chángtán ⻑話する。
202 密谈 mítán 密談する。
203 笔谈 bǐtán 筆談する。
204 你在说什么？ nǐ zài shuō shénme 何を話ししてる。
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