
No 中国語 ピンイン 日本語

1 玩笑 wánxiào 冗談。ふざけた言動。
2 这是玩笑 zhè shì wánxiào これは冗談です。
3 开玩笑 kāi wánxiào 冗談を言う。からかう。冗談です。
4 开玩笑的 kāi wánxiào de 冗談だよ。
5 开玩笑吧 kāi wánxiào ba 冗談でしょ。
6 开玩笑的吧 kāi wánxiào de ba 冗談でしょ。
7 别开玩笑 bié kāi wánxiào 冗談言うな。
8 别开玩笑了 bié kāi wánxiào le 冗談じゃない。
9 你很会开玩笑呢 nǐ hěn huì kāi wánxiào ne 冗談がうまいね。
10 真会开玩笑呢 zhēn huì kāi wánxiào ne 冗談がお上手ですね。
11 刚才说的话是开玩笑的 gāngcái shuō de huà shì kāi wánxiào de さっきの話は冗談です。
12 打趣 dǎqù 人をからかう。
13 打趣地说 dǎqù de shuō 冗談で言う。
14 打趣别人 dǎqù biérén 人をからかう。
15 别拿我打趣 bié ná wǒ dǎqù 私をからかうな。
16 打哈哈 dǎ hāha 人をからかう。ふざける。冗談を言う。
17 别拿我打哈哈 bié ná wǒ dǎhāha 私をからかわないで。
18 逗 dòu からかう。とどまる。招く。
19 逗你的 dòu nǐ de 冗談だよ。
20 逗趣 dòuqù 人を笑わせる。おもしろ。
21 逗趣直播 dòuqù zhíbò おもしろライブ放送。
22 逗乐 dòulè 人を笑わせる。おもしろ。おどける。
23 搞笑逗乐视频 gǎoxiào dòulè shìpín 笑わせるおもしろ動画。
24 戏言 xìyán 冗談。ざれ言。
25 这不是戏言 zhè bù shì xìyán これは冗談でない。
26 笑话 xiàohua 笑い話。あざけり笑う。
27 说笑话 shuō xiàohua 冗談を言う。
28 闹笑话 nào xiàohua 笑いの種になる。笑われる。
29 你很会讲笑话呢 nǐ hěn huì jiǎng xiàohuà ne 冗談がうまいですね。
30 幽默 yōumò ユーモアがある。面白い。
31 有幽默感 yǒu yōumò gǎn ユーモアのセンスがある。
32 他很有幽默感 tā hěn yǒu yōumò gǎn 彼はとてもユーモアのセンスがある。
33 他很幽默地说 tā hěn yōumò de shuō 彼はユーモラスに話す。
34 滑稽 huájī こっけいだ。コミカルだ。
35 很滑稽 hěn huájī とてもこっけいだ。
36 可笑 kěxiào 面白おかしい。ばかげている。
37 滑稽可笑 huájī kěxiào ひょうきんでおかしい。
38 简直可笑 jiǎnzhí kěxiào まったくばかげている。
39 诙谐 huīxié ユーモラスだ。
40 一半诙谐 yībàn huīxié 冗談まじり。
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41 谈吐诙谐 tántǔ huīxié 話しぶりがユーモラスだ。
42 恶作剧 èzuòjù 悪ふざけ。いたずら。
43 不要搞恶作剧 bùyào gǎo èzuòjù 悪ふざけしてはいけない。
44 命运的恶作剧 mìngyùn de èzuòjù 運命のいたずら。
45 淘气 táoqì やんちゃ。いたずら。
46 陶什么气 táo shénme qì 何をいたずらしてる。
47 淘气包 táoqìbāo いたずらっ子。
48 正淘气的时候 zhèng táoqì de shíhòu やんちゃ盛り。
49 欢闹 huānnào はしゃぐ。羽目をはずしてふざけ合う。
50 孩子们在操场上欢闹 háizimen zài cāochǎng shàng huānnào 子供たちは運動場で、はしゃぐ。
51 嬉闹 xīnào じゃれる。
52 他们嬉闹着 tāmen xīnào zhe 彼らはじゃれあっている。
53 玩耍 wánshuǎ 戯れる。遊ぶ。
54 跟猫咪玩耍 gēn māomī wánshuǎ ネコと戯れる。
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