
No 中国語 ピンイン 日本語

1 梦 mèng 夢。
2 梦想 mèngxiǎng 夢。夢見る。空想する。
3 噩梦 èmèng 悪い夢。
4 恶梦 èmèng 悪い夢。
5 做梦 zuòmèng 夢を見る。
6 梦⻅ mèngjiàn 夢を見る。
7 梦境 mèngjìng 夢の世界。
8 梦乡 mèngxiāng 夢の世界。
9 梦幻 mènghuàn 夢まぼろし。
10 理想 lǐxiǎng 理想。夢。
11 追求梦想 zhuīqiú mèngxiǎng 夢を追う。
12 扩大梦想 kuòdà mèngxiǎng 夢が広がる。
13 实现梦想 shíxiàn mèngxiǎng 夢がかなう。
14 失去梦想 shīqù mèngxiǎng 夢を失くす。
15 梦想破灭 mèngxiǎng pòmiè 夢破れる。
16 做梦也没有想到 zuòmèng yě méiyǒu xiǎngdào 夢にも思わない。
17 说梦话 shuō mènghuà 寝言を言う。
18 梦想变成了现实 mèngxiǎng biàn chéng le xiànshí 夢が現実になる。
19 做美梦 zuò měimèng いい夢を見る。
20 从梦中醒来 cóng mèng zhōng xǐng lái 夢からさめる。
21 从梦里醒来 cóng mèng lǐ xǐng lái 夢からさめる。
22 做了一个梦 zuò le yī ge mèng 夢を見た。
23 昨天梦⻅你了 zuótiān mèng jiàn nǐ le 昨日、あなたの夢を見た。
24 梦里⻅ mèng lǐ jiàn 夢で会いましょう。
25 好像做梦似的 hǎoxiàng zuòmèng shìde まるで夢みたいだ。
26 什么都像梦一样 shénme dōu xiàng mèng yīyàng なにもかもが夢のよう。
27 恍如梦境 huǎngrú mèngjìng さながら夢のよう。
28 做了一场噩梦 zuò le yī chǎng èmèng 悪い夢を見た。
29 灵梦 líng mèng 霊的な夢。正夢。
30 应验的梦 yìngyàn de mèng 正夢。
31 昨晚做的梦应验了 zuówǎn zuò de mèng yìngyàn le 昨晩見た夢は的中した。
32 我有一个梦想 wǒ yǒu yī ge mèngxiǎng 私には夢がある。
33 我的理想是当一名音乐家 wǒ de lǐxiǎng shì dāng yī míng yīnyuèjiā 私の夢は音楽家になることです。
34 我会实现梦想 wǒ huì shíxiàn mèngxiǎng 私は夢をかなえる。
35 你的梦想会实现的 nǐ de mèngxiǎng huì shíxiàn de あなたの夢はかなう。
36 做个好梦啊 zuò ge hǎo mèng a いい夢見てね。 
37 实现理想 shíxiàn lǐxiǎng 夢をかなえる。
38 抱理想 bào lǐxiǎng 夢を抱く。
39 培养理想 péiyǎng lǐxiǎng 夢を育む。
40 把理想寄托孩子身上 bǎ lǐxiǎng jìtuō háizi shēnshang 子供に夢を託す。
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41 浪漫 làngmàn ロマン。ロマンチック。
42 罗曼司 luómànsī ロマンス。
43 爱情故事 àiqíng gùshi ラブストーリー。ロマンス。
44 ⻛流韵事 fēngliú yùnshì 恋愛ごと。ロマンス。
45 浪漫的气氛 làngmàn de qìfēn ロマンチックな雰囲気。
46 浪漫的人 làngmàn de rén 夢見がちな人。
47 浪漫主义者 làngmàn zhǔyìzhě ロマンチスト。
48 追求浪漫 zhuīqiú làngmàn ロマンを追い求める。
49 缺少浪漫 quēshǎo làngmàn ロマンに欠ける。
50 她有很多⻛流韵事 tā yǒu hěn duō fēngliú yùnshì 彼女には多くのロマンスがある。
51 男人的梦想 nánrén de mèngxiǎng 男のロマン。
52 船上罗曼司 chuánshàng luómànsī 船上のロマンス。
53 历史上最美丽的爱情故事 lìshǐ shàng zuì měilì de àiqíng gùshi 歴史上最も美しいラブストーリー。
54 宇宙有很多浪漫 yǔzhòu yǒu hěnduō làngmàn 宇宙には多くのロマンがある。
55 我感到很浪漫 wǒ gǎndào hěn làngmàn 私はロマンチックに感じる。
56 生活中没有浪漫 shēnghuó zhōng méiyǒu làngmàn 生活にロマンなし。
57 好浪漫啊 hǎo làngmàn a とてもロマンチックだね。
58 那个真的是很浪漫呢 nàge zhēn de shì hěn làngmàn ne それはほんとにロマンチックですね。
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