
No 中国語 ピンイン 日本語

1 胖 pàng (人が)太っている。
2 肥胖 féipàng 太っている。
3 胖嘟嘟 pàngdūdū よく太っている。まるまるとしている。
4 胖乎乎 pànghūhū (人が)まるまると太っている。まるまるとしてかわいい。
5 胖胖 pàngpàng ぽってり。まるまる。でぶ。太っちょ。
6 胖子 pàngzi でぶ。太っちょ。
7 发胖 fāpàng 太る。
8 发福 fāfú かっぷくがよくなる。福々しくなる。
9 你胖了吗? nǐ pàng le ma あなたは太りましたか。
10 我胖了 wǒ pàng le 私は太った。
11 我⻓胖了 wǒ zhǎng pàng le 私は太りました。
12 我开始发胖了 wǒ kāishǐ fāpàng le 私は太り始めた。
13 有点胖 yǒudiǎn pàng 少し太ってしまった。
14 他很胖 tā hěn pàng 彼は太っている。
15 越来越胖了 yuè lái yuè pàng le だんだん太っている。
16 渐渐胖了 jiànjiàn pàng le だんだん太っている。
17 渐渐胖起来了 jiànjiàn pàng qilái le だんだん太りだした。
18 我以前很胖 wǒ yǐqián hěn pàng 私は以前太っていた。
19 来了中国后变胖了 lái le zhōngguó hòu biàn pàng le 中国に来て太った。
20 你发福了 nǐ fāfú le あなたは福福しくなった。
21 身体变胖了 shēntǐ biàn pàng le 体が太った。
22 我的脸变胖了 wǒ de liǎn biàn pàng le 私の顔が太った。
23 下半身发胖 xiàbànshēn fāpàng 下半身太り。
24 变成了胖子 biàn chéng le pàngzi デブになった。
25 今天我变成了一个胖子 jīntiān wǒ biàn chéng le yī ge pàngzi 今日、私はデブになりました。
26 瘦 shòu やせている。脂肪が少ない。服などが小さい。
27 瘦削 shòuxuē やせこけている。
28 骨瘦如柴 gǔ shòu rú chái がりがりに痩せている。
29 皮包骨 pí bāo gǔ がりがりに痩せている。
30 你瘦了吗? nǐ shòu le ma あなたは痩せましたか。
31 你瘦了 nǐ shòu le あなたは痩せました。
32 你瘦了呢 nǐ shòu le ne 痩せましたね。
33 瘦了点 shòu le diǎn 少し痩せました。
34 瘦了一公斤 shòu le yī gōngjīn １キロ痩せた。
35 年轻的时候很瘦 niánqīng de shíhòu hěn shòu 若いころは痩せていた。
36 减肥 jiǎnféi ダイエット。ダイエットする。
37 瘦身 shòushēn ダイエットする。簡素化する。
38 我要减肥 wǒ yào jiǎnféi ダイエットしなきゃ。
39 减肥成功 jiǎnféi chénggōng ダイエット成功。
40 瘦身成功 shòushēn chénggōng ダイエット成功。
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41 减肥失败 jiǎnféi shībài ダイエット失敗。
42 正在减肥中 zhèngzài jiǎnféi zhōng ダイエット中。
43 明天开始减肥 míngtiān kāishǐ jiǎnféi 明日からダイエットを始める。
44 老 lǎo 年をとっている。老いた。古い。いつもの。いつも。ずっと。とても。

45 衰老 shuāilǎo 老い衰える。
46 上年纪 shàng niánjì 年をとる。老いる。
47 上年岁 shàng nián suì 年をとる。老いる。
48 上年纪了 shàng niánjì le 年をとった。
49 上了年纪 shàng le niánjì 年をとった。
50 上了年岁 shàng le nián suì 年をとった。
51 不会衰老 bùhuì shuāilǎo 老いることがない。
52 老当益壮 lǎo dāng yì zhuàng 老いてますます盛ん。
53 我老了 wǒ lǎo le 私は老けました。
54 我很老了 wǒ hěn lǎo le 私はそうとう年です。
55 我已经老了 wǒ yǐjīng lǎo le 私はすでに年です。
56 他老了 tā lǎo le 彼は老けた。
57 他看起来很老 tā kàn qilai hěn lǎo 彼はみたところ老けた。
58 年轻 niánqīng 若い。
59 年轻人 niánqīng rén 若い人。若者。
60 恢复年轻 huīfù niánqīng 若さを回復する。若返る。
61 让我恢复了年轻 ràng wǒ huīfù le niánqīng 私を若返らせる。
62 让我变年轻 ràng wǒ biàn niánqīng 私を若返らせる。
63 我变年轻了 wǒ biàn niánqīng le 私は若くなりました。
64 你变年轻了 nǐ biàn niánqīng le あなたは若くなりました。
65 个子 gèzi 背丈。
66 身高 shēngāo 身⻑。
67 个子⻓高 gèzi zhǎng gāo 身⻑が高くなる。
68 个子变得更高 gèzi biàn de gèng gāo 身⻑がさらに高くなる。
69 ⻓个子 zhǎng gèzi 背が伸びる。
70 你⻓高了 nǐ zhǎng gāo le 大きくなったね。
71 他个子很高 tā gèzi hěn gāo 彼は背が高い。
72 个子很矮 gèzi hěn ǎi 背が低い。
73 个子很小 gèzi hěn xiǎo 背が低い。
74 我身高一米六 wǒ shēngāo yī mǐ liù 私の身⻑は１ｍ６０です。
75 生⻓ shēngzhǎng 成⻑する。生まれ育つ。
76 发育 fāyù 発育する。
77 婴儿生⻓ yīng'ér shēngzhǎng ⾚ちゃんが成⻑する。
78 宝宝发育 bǎobǎo fāyù ⾚ちゃんが発育する。
79 怀孕 huáiyùn 妊娠する。
80 妊娠 rènshēn 妊娠する。
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81 我怀孕了 wǒ huáiyùn le 私は妊娠した。
82 我的妻子怀孕了 wǒ de qīzi huáiyùn le 妻が妊娠した。
83 月经 yuèjīng 月経。
84 月经期 yuèjīng qí 生理日。
85 来月经 lái yuèjīng 生理になる。
86 来潮 láicháo 月経が始まる。
87 痛经 tòngjīng 生理痛。
88 头发 tóufa 髪の毛。
89 黑发 hēifà ⿊髪。
90 丰润的黑发 fēngrùn de hēifà 豊かで艶のある⿊髪。
91 很密的头发 hěn mì de tóufa 濃い髪の毛。ふさふさの髪の毛。
92 白发 báifà 白髪。
93 白头 báitóu 白髪。白髪頭。老人。
94 少白头 shàobáitóu 若しらが。
95 头发白了 tóufa bái le 髪の毛が白くなった。
96 白头发出来了 bái tóufa chūlái le 白い髪の毛が出てきた。
97 ⻓出白头发 zhǎng chū bái tóufa 白い髪の毛がのびでてくる。
98 ⻓了白头发 zhǎng le bái tóufa 白い髪の毛がのびた。
99 白头发越来越多 bái tóufa yuè lái yuè duō 白い髪の毛がだんだん多くなる。
100 头发稀了 tóufa xī le 髪が薄くなった。
101 头发稀疏 tóufa xīshū 髪の毛がまばら。
102 头发稀少 tóufa xīshǎo 髪の毛がまばら。
103 秃子 tūzi はげ。
104 秃顶 tūdǐng はげ頭。
105 秃头 tūtóu ハゲ頭。
106 光头 guāngtóu 坊主頭。丸刈りの頭。
107 秃头的男性 tūtóu de nánxìng ハゲ頭の男性。
108 开始秃顶 kāishǐ tūdǐng ハゲ始める。
109 他秃顶了 tā tūdǐng le 彼はハゲました。
110 他已经秃了 tā yǐjīng tū le 彼はすでにハゲました。
111 毛根萎缩 máogēn wěisuō 毛根萎縮。
112 毛囊萎缩坏死 máonáng wěisuō huàisǐ 毛包萎縮壊死。
113 皱纹 zhòuwén しわ。
114 眼角的皱纹 yǎnjiǎo de zhòuwén 目尻のしわ。
115 嘴角的皱纹 zuǐjiǎo de zhòuwén 口元のしわ。
116 开始出现皱纹 kāishǐ chūxiàn zhòuwén しわが出始める。
117 晒黑 shàihēi 日やけする。
118 我晒黑了 wǒ shài hēi le 私は日焼けしました。
119 皮肤晒黑了 pífū shài hēi le 肌が焼けた。
120 皮肤变白 pífū biàn bái 肌を白くする。
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121 肌肉体质 jīròu tǐzhí 筋肉質。
122 改善瘦弱的体质 gǎishàn shòuruò de tǐzhí 虚弱体質を改善する。
123 改变肌肉型的瘦腿 gǎibiàn jīròu xíng de shòu tuǐ 筋肉質の引き締まった脚に変える。
124 改变体质 gǎibiàn tǐzhí 体質を変える。
125 整容 zhěngróng 身づくろいする。美容整形する。
126 做整容手术 zuò zhěngróng shǒushù 美容整形術を施す。
127 她整过容吗? tā zhěngguò róng ma 彼女は美容整形しましたか。
128 假发 jiǎfà かつら。ウィッグ。
129 他戴假发吗? tā dài jiǎfà ma 彼はかつらを着けていますか。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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