
No 中国語 ピンイン 日本語

1 他个子高 tā gèzi gāo 彼は背が高い。
2 他个子很高 tā gèzi hěn gāo 彼は背が高い。
3 他个子很小 tā gèzi hěn xiǎo 彼は背が小さい。
4 他个子很矮 tā gèzi hěn ǎi 彼は背が低い。
5 不高不矮的 bù gāo bù ǎi de 高くもなく低くもなく。
6 中等身材 zhōngděng shēncái 中肉中背。
7 他很胖 tā hěn pàng 彼は太っている。
8 他胖胖的 tā pàng pàng de 彼は肥えている。
9 他是个胖子 tā shì ge pàngzi 彼はデブです。
10 他微胖 tā wēi pàng 彼はぽっちゃりしている。
11 他瘦 tā shòu 彼は痩せている。
12 他很瘦 tā hěn shòu 彼は痩せている。
13 不胖不瘦的 bù pàng bù shòu de 太ってもなく痩せてもなく。
14 他是个肌肉型男 tā shì ge jīròu xíng nán 彼は筋肉質の男です。彼はマッチョです。
15 他帅 tā shuài 彼はカッコイイ。
16 他很帅 tā hěn shuài 彼はカッコイイ。
17 他是个帅哥 tā shì ge shuàigē 彼はイケメン。
18 他不帅 tā bù shuài 彼はイケてない。
19 他漂亮 tā piàoliang 彼女はきれい。
20 她很漂亮 tā hěn piàoliang 彼女はきれい。
21 她是个美女 tā shì ge měinǚ 彼女は美人です。
22 她不漂亮 tā bù piàoliang 彼女はきれいじゃない。
23 她很可爱 tā hěn kě'ài 彼女はかわいいです。
24 他很丑 tā hěn chǒu 彼は醜い。彼はブサイク。
25 他皮肤黑 tā pífū hēi 彼は⾊⿊。
26 他皮肤白 tā pífū bái 彼は⾊白。
27 他的头发是黑⾊的 tā de tóufa shì hēisè de 彼の髪の⽑は⿊⾊です。
28 他头发花白 tā tóufa huābái 彼の頭髪は白髪まじりです。
29 他头发灰白 tā tóufa huībái 彼の頭髪は白髪まじりです。
30 他少白头 tā shàobáitóu 彼は若白髪です。
31 白发老人 báifà lǎorén 白髪の老人。
32 满头银发 mǎn tóu yínfà 真っ白な頭髪。
33 他留⻓发 tā liú chángfà 彼は⻑髪にしています。
34 他留短发 tā liú duǎnfà 彼は短髪にしています。
35 他的头发很稀薄 tā de tóufa hěn xībó 彼の髪の⽑は薄いです。
36 他是秃头 tā shì tūtóu 彼はハゲです。
37 他是光头 tā shì guāngtóu 彼はスキンヘッドです。
38 他戴着黑⾊的帽子 tā dài zhe hēisè de màozi 彼は⿊⾊の帽子を被っています。
39 他穿着绿⾊的外套 tā chuān zhe lǜsè de wàitào 彼は緑⾊の上着を着ています。
40 他系着红领带 tā jì zhe hóng lǐngdài 彼は赤いネクタイをしめている。
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41 她胸前戴着花 tā xiōng qián dài zhe huā 彼女は胸に花をつけています。
42 他戴眼镜 tā dài yǎnjìng 彼は眼鏡をかけています。
43 他不戴眼镜 tā bù dài yǎnjìng 彼は眼鏡をかけていません。
44 他戴着太阳镜 tā dài zhe tàiyángjìng 彼はサングラスをかけています。
45 他拿着黑⾊的包 tā ná zhe hēisè de bāo 彼は⿊いカバンを持っている。
46 他背着黑⾊的背包 tā bèi zhe hēisè de bèibāo 彼は⿊いリュックを背負っている。
47 他看起来很温柔 tā kànqilai hěn wēnróu 彼はやさしそうに見える。
48 他看上去很温柔 tā kànshangqu hěn wēnróu 彼はやさしそうに見える。
49 他看起来很可怕 tā kànqilai hěn kěpà 彼は怖そうに見える。
50 他看起来很年轻 tā kànqilai hěn niánqīng 彼は若く見える。
51 他看起来像二十岁左右 tā kànqilai xiàng èr shí suì zuǒyòu 彼は２０歳くらいに見える。
52 他看起来很幼稚 tā kànqilai hěn yòuzhì 彼は子供っぽく見える。
53 他看起来很成熟 tā kànqilai hěn chéngshú 彼は大人っぽく見える。
54 他有一张圆脸 tā yǒu yī zhāng yuánliǎn 彼は丸顔です。
55 他有一张方脸 tā yǒu yī zhāng fāngliǎn 彼は⾯⻑です。
56 眉⽑浓 méimao nóng 眉が濃い。
57 眉⽑稀少 méimao xīshǎo 眉が薄い。
58 粗眉⽑ cū méimao 太い眉。
59 细眉⽑ xì méimao 細い眉。
60 他的眼睛很大 tā de yǎnjing hěn dà 彼の目は大きい。
61 他的眼睛很小 tā de yǎnjing hěn xiǎo 彼の目は小さい。
62 双眼皮 shuāngyǎnpí 二重まぶた。
63 单眼皮 dānyǎnpí 一重まぶた。
64 吊眼 diào yǎn つり目。
65 吊眼梢 diào yǎnshāo つり目尻。つり目。
66 垂眼 chuí yǎn たれ目。
67 垂眼梢 chuí yǎnshāo たれ目尻。たれ目。
68 他的眼睛是蓝⾊的 tā de yǎnjing shì lánsè de 彼の瞳は⻘い。
69 鼻子大 bízi dà 鼻が大きい。
70 鼻子小 bízi xiǎo 鼻が小さい。
71 鼻子很高 bízi hěn gāo 鼻が高い。
72 鼻子很低 bízi hěn dī 鼻が低い。
73 鼻梁很低 bíliáng hěn dī 鼻すじが低い。
74 嘴大 zuǐ dà 口が大きい。
75 嘴小 zuǐ xiǎo 口が小さい。
76 嘴唇厚 zuǐchún hòu 唇が厚い。
77 嘴唇薄 zuǐchún báo 唇が薄い。
78 脸颊是红的 liǎnjiá shì hóng de ほっぺが赤い。
79 耳朵大 ěrduo dà 耳が大きい。
80 他留胡子 tā liú húzi 彼はひげをたくわえている。
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81 留有胡髭 liú yǒu húzī 口ひげがある。
82 留有胡须 liú yǒu húxū あごひげがある。
83 她胸很大 tā xiōng hěn dà 彼女は胸が大きい。
84 屁股大 pìgu dà 尻が大きい。
85 她丰满 tā fēngmǎn 彼女は豊満です。彼女はグラマーです。
86 她苗条 tā miáotiáo 彼女はスレンダーです。
87 他的腿很⻓ tā de tuǐ hěn cháng 彼の脚は⻑い。
88 他的腿很短 tā de tuǐ hěn duǎn 彼の脚は短い。
89 他鼻子右边有颗黑痣 tā bízi yòubiān yǒu kē hēizhì 彼は鼻の右にほくろがある。
90 他有纹身 tā yǒu wénshēn 彼は入れ墨している。
91 他戴着耳钉 tā dài zhe ěrdīng 彼はピアスをしている。
92 她戴着项链 tā dài zhe xiàngliàn 彼女はネックレスをしている。
93 他戴着戒指 tā dài zhe jièzhǐ 彼は指輪をしている。
94 他拿着接机牌 tā ná zhe jiējīpái 彼は空港出迎えボードを持っています。
95 他挥着手 tā huī zhe shǒu 彼は手を振っている。
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