
No 中国語 ピンイン 日本語

1 身体的感觉 shēntǐ de gǎnjué 体感。
2 体感温度 tǐgǎn wēndù 体感温度。
3 感觉 gǎnjué 感覚。
4 视觉 shìjué 視覚。
5 听觉 tīngjué 聴覚。
6 触觉 chùjué 触覚。
7 嗅觉 xiùjué 臭覚。
8 味觉 wèijué 味覚。
9 手感 shǒugǎn 手触り。
10 皮肤感觉 pífū gǎnjué 皮膚感覚。
11 肤觉 fūjué 皮膚感覚。
12 知觉 zhījué 知覚。
13 超感觉 chāo gǎnjué 超感覚。
14 直觉 zhíjué 直感。
15 五感 wǔgǎn 五感。
16 第六感 dìliùgǎn 第六感。
17 身体状态 shēntǐ zhuàngtài 体の状態。体調。
18 刺激强 cìjī qiáng 刺激が強い。
19 刺激弱 cìjī ruò 刺激が弱い。
20 热 rè 暑い。
21 热 rè 熱い。
22 烫 tàng 高温で熱い。
23 闷热 mēnrè むし暑い。
24 酷暑 kèshǔ 猛暑。
25 炎热 yánrè 猛暑。
26 炎夏 yánxià 炎暑の夏。
27 烈日 lièrì 炎天。
28 灼热 zhuórè 灼熱。
29 火热 huǒrè 火のように熱い。
30 温暖 wēnnuǎn 気温が暖かい。
31 暖和 nuǎnhuo 気温が暖かい。
32 热呼呼 rèhūhū ぽかぽか。ほかほか。
33 热和 rèhuo ほどよく温かい。
34 不冷也不热 bù lěng yě bù rè 寒くもなく暑くもない
35 凉快 liángkuai 涼しい。
36 凉爽 liángshuǎng 涼しい。気候がさわやか。
37 冷 lěng 寒い。
38 寒冷 hánlěng 寒い。風が冷たい。
39 冻僵 dòngjiāng こごえる。かじかむ。
40 严寒 yánhán 極寒。
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41 寒冬 hándōng 寒い冬。
42 隆冬 lóngdōng 真冬。
43 严冬 yándōng 厳冬。
44 清爽 qīngshuǎng 爽快。
45 爽快 shuǎngkuai さわやか。性格がさっぱりしている。
46 光 guāng 光。輝き。
47 影子 yǐngzi 影。ぼんやりした姿。
48 阴影 yīnyǐng 暗い影。陰影。
49 暗影 ànyǐng 暗い影。陰影。
50 黑暗 hēi'àn 闇。
51 爽目 shuǎngmù 見た目に心地よい。
52 悦目 yuèmù 目を楽しませる。
53 顺眼 shùnyǎn 見た感じがよい。見て気に入る。
54 好看 hǎokàn 見栄えがいい。
55 难看 nánkàn 見た目がよくない。見た感じよくない。
56 刺目 cìmù 目ざわり。まぶしい。
57 刺眼 cìyǎn 目ざわり。まぶしい。
58 音 yīn 音。声。
59 声音 shēngyīn 音。声。
60 声响 shēngxiǎng 音。
61 顺耳 shùn'ěr 聞いて気持ちがいい。
62 悦耳 yuèěr 聞いて気持ちがよい。
63 好听 hǎotīng 聞いて心地よい。
64 入耳 rù'ěr 聞いて心地よい。
65 动听 dòngtīng 聞いて魅力的だ。
66 刺耳 cì'ěr 耳ざわり。
67 逆耳 nì'ěr 聞くのがつらい。
68 舒适 shūshì 心地よい。
69 舒服 shūfu 気持ちが良い。気分が良い。
70 舒坦 shūtan 気持ちが良い。
71 舒畅 shūchàng 気持ちがのびのびしている。
72 痛快 tòngkuài 痛快だ。胸がスカッとする。さわやかだ。
73 畅快 chàngkuài 気分が晴ればれしている。
74 快意 kuàiyì 爽快だ。すがすがしい。
75 好受 hǎoshòu 気持ちが良い。快適である。
76 难受 nánshòu つらい。
77 郁闷 yùmèn 気がふさぐ。鬱積している。
78 气味 qìwèi におい。香り。
79 香 xiāng においが良い。おいしい。
80 好香 hǎo xiāng おいしそう。旨い。いいにおい。
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81 发香 fāxiāng よいにおいがする。
82 香味 xiāngwèi いいにおい。
83 臭 chòu 臭い。
84 发臭 fāchòu 臭いにおいがする。
85 臭味 chòuwèi 臭いにおい。
86 味道 wèidao 味。
87 滋味 zīwèi 味。
88 好吃 hǎochī おいしい。
89 鲜美 xiānměi 美味。
90 香甜 xiāngtián 甘くておいしい。
91 好喝 hǎohē 飲んでおいしい。飲みやすい。
92 不好吃 bù hǎochī おいしくない。
93 难吃 nánchī まずい。のどを通りにくい。
94 不好喝 bù hǎohē 飲んでおいしくない。
95 微温 wēiwēn 温度がぬるい。
96 半凉不热 bàn liáng bù rè 温度がぬるい。
97 不凉不热 bù liáng bù rè 温度がぬるい。
98 变冷 biànlěng 湯などが冷める。
99 凉 liáng 湯などが冷める。
100 变凉 biànliáng 湯などが冷める。
101 冰凉 bīngliáng 冷たい。冷やっとする。
102 冰冷 bīnglěng 氷のように冷たい。
103 味道很浓 wèidao hěn nóng 味が濃い。
104 味道很厚 wèidao hěn hòu 味が濃い。
105 味道很淡 wèidao hěn dàn 味が薄い。
106 口重 kǒuzhòng 塩からい。味が濃い。
107 口轻 kǒuqīng 味付けが薄い。薄味だ。
108 清淡 qīngdàn 味があっさりしている。色や香りがほのか。
109 腻 nì 食べ物が脂っこい。
110 油腻 yóunì 脂っこい。脂っこい食べ物。
111 甜 tián 甘い。
112 咸 xián 塩辛い。
113 辣 là 辛い。
114 苦 kǔ にがい。
115 酸 suān すっぱい。
116 酸溜溜 suānliūliū すっぱい。だるくて少し痛い。やるせない。
117 涩 sè 味が渋い。
118 爽口 shuǎngkǒu 口あたりがすっきりしている。さっぱりしてる。
119 脆 cuì さくさくしている。
120 酥脆 sūcuì ぱりぱりしている。さくさくしている。
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121 黏 nián ねばねばしている。
122 发黏 fā nián ねばねばしている。
123 黏乎乎 niánhūhū ねばねばしている。
124 嫩 nèn 火を通して柔らかい。
125 烂 làn 熟したり煮えたりして柔らかい。腐る。
126 疼 téng 痛い。
127 痛 tòng 痛い。痛む。
128 疼痛 téngtòng 痛い。痛む。
129 阵痛 zhèntòng 陣痛。
130 阵阵发痛 zhènzhèn fā tòng ずきずきうずく。
131 火辣辣 huǒlàlà ひりひりする。
132 刺痛 cìtòng 刺すように痛い。
133 刺痒 cìyǎng かゆい。ちくちくする。
134 剧痛 jùtòng 激痛。
135 麻 má 感覚がない。軽く麻痺している。
136 木 mù しびれる。感覚がなくなる。
137 麻痹 mábì 麻痺。
138 麻木 mámù しびれる。麻痺する。無関心。
139 发麻 fāmá しびれる。麻痺する。
140 发木 fāmù しびれる。頭がぼうっとする。
141 发酸 fāsuān 凝(こ)る。だるくなる。じんとくる。
142 酸痛 suāntòng だるくて痛い。
143 痒 yǎng かゆい。くすぐったい。むずむずする。
144 痒痒 yǎngyang かゆい。むずむずする。こそばゆい。
145 发痒 fāyǎng かゆくなる。くすぐったくなる。
146 累 lèi 疲れる。しんどい。
147 疲劳 píláo 疲れる。疲労。
148 疲乏 pífá 疲れている。くたびれている。
149 疲倦 píjuàn ぐったり疲れる。
150 困乏 kùnfá 力がなく何もできない。
151 兴奋 xīngfèn 興奮している。
152 激动 jīdòng 興奮する。感動する。感動させる。
153 镇静 zhènjìng 落ち着いている。
154 沉着 chénzhuó 落ち着いている。
155 冷静 lěngjìng 冷静。
156 慌张 huāngzhāng あわてる。
157 震惊 zhènjìng びっくりする。びっくりさせる。
158 没感觉 méi gǎnjué 無感覚。感じない。
159 没什么 méi shénme 何ともない。
160 陶醉 táozuì 陶酔する。
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161 沉醉 chénzuì 酔いしれる。
162 醉 zuì 酒に酔う。
163 酩酊大醉 mǐngdǐng dàzuì 泥酔する。
164 烂醉 lànzuì へべれけに酔う。
165 醒 xǐng 意識がはっきりする。起きる。醒める。
166 晕 yūn 頭がくらくらする。意識がとぶ。
167 晕 yùn 頭がくらくらする。めまいがする。
168 目眩 mùxuàn 目がくらむ。
169 困 kùn 眠い。
170 困倦 kùnjuàn 疲れて眠い。
171 发困 fākùn 眠くなる。
172 犯困 fànkùn 眠くなる。
173 硬 yìng 硬い。
174 坚硬 jiānyìng 硬い。
175 软 ruǎn やわらかい。やさしい。
176 柔软 róuruǎn やわらかい。柔軟。
177 松软 sōngruǎn ふんわりとやわらかい。
178 软和 ruǎnhuo やわらかい。
179 有弹性 yǒu tánxìng 弾力がある。
180 有弹力 yǒu tánlì 弾力がある。
181 有粘性 yǒu niánxìng 粘りがある。粘着性がある。
182 紧 jǐn しめつけなどがきつい。ぴんと張る。
183 松 sōng ゆるい。すかすか。
184 光滑 guānghuá 表面がなめらかでつるつるしている。すべすべ。
185 光溜 guāngliū 表面がなめらかでつるつるしている。さっぱり。
186 光溜溜 guāngliūliū つるつるしている。覆うものがない。
187 光润 guāngrùn 皮膚の艶がよくすべすべしている。
188 润滑 rùnhuá 潤滑にする。油をさしてなめらかにする。
189 粗糙 cūcāo 表面がざらざらしている。雑。
190 干燥 gānzào 乾燥してる。かさかさ。
191 干巴 gānba ひからびてる。かさかさ。
192 软绵绵 ruǎnmiánmián ふわふわしてる。
193 干爽 gānshuǎng 乾燥して気持ちいい。さらさら。
194 潮乎乎 cháohūhū 湿っぽい。しっとり。
195 潮湿 cháoshī 湿っぽい。じめじめしている。
196 湿润 shīrùn しっとり潤いがある。潤す。
197 黏滑 niánhuá ぬるぬるする。
198 沾 zhān ぬれる。
199 浞 zhuó ぬれる。ぬらす。
200 淋湿 línshī ぬれる。
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201 平 píng 平ら。
202 平坦 píngtǎn 平坦。
203 坎坷 kǎnkě 道がでこぼこだ。
204 崎岖 qíqū 道が険しい。
205 摇晃 yáohuàng 揺れる。降る。ぐらぐら。がたがた。
206 摇摆 yáobǎi 揺れる。揺れ動く。ふらふら。
207 重 zhòng 重い。
208 沉重 chénzhòng 重い。重大だ。
209 轻 qīng 軽い。
210 清楚 qīngchu はっきり見える、聞こえる。
211 不清楚 bù qīngchǔ はっきりしない。
212 清晰 qīngxī 声や形がはっきりしている。
213 模糊 móhu ぼんやりしている。かすむ。あいまい。
214 隐约 yǐnyuē はっきりとしない。
215 快感 kuàigǎn 快感。
216 不快 bùkuài 不快である。
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