
No 中国語 ピンイン 日本語

1 记 jì 頭で覚える。書き写す。
2 记起来 jì qilai 思い出す。
3 记不起来 jì bu qilái 思い出さない。
4 记忆 jìyì 記憶。記憶する。覚える。
5 记性 jìxing 記憶力。
6 记忆力 jìyìlì 記憶力。
7 忘 wàng 忘れる。
8 忘记 wàngjì 忘れる。
9 忘掉 wàngdiào 忘れる。
10 忘却 wàngquè 忘れ去る。
11 忘怀 wànghuái 忘れ去る。
12 忘性 wàngxing 物忘れ。
13 忘记性 wàngjìxing 物忘れ。
14 忘形 wàngxíng 我を忘れる。
15 忘我 wàngwǒ 我を忘れる。
16 记住 jìzhù しっかり記憶する。
17 背 bèi 暗唱する。暗記する。
18 记得 jìde 覚えている。
19 不记得 bù jìde 覚えていない。
20 想起 xiǎngqǐ 思い出す。思い起こす。
21 想起来 xiǎng qilái 思いつく。思い出す。
22 想不起来 xiǎng bu qilái 思い浮かばない。思い出さない。
23 回忆 huíyì 思い出。回想する。思い出す。
24 回忆起来 huíyì qilái 思い起こす。
25 回忆不起来 huíyì bu qilái 思い起こさない。
26 回想 huíxiǎng 回想する。
27 回想起来 huíxiǎng qilái 思い出す。
28 回想不起来 huíxiǎng bu qilái 思い出せない。思い浮かばない。
29 追忆 zhuīyì 追憶する。
30 追怀 zhuīhuái 追憶する。
31 追想 zhuīxiǎng 追想する。
32 想念 xiǎngniàn 懐かしむ。恋しく思う。
33 怀念 huáiniàn 懐かしむ。恋しく思う。
34 思念 sīniàn 思いをよせる。懐かしく思う。
35 我记得 wǒ jìde 私は覚えている。
36 你记得那个吗? nǐ jìde nàge ma それを覚えていますか。
37 我记得那个 wǒ jìde nàge 私はそれを覚えている。
38 记得我吗? jìde wǒ ma 私を覚えていますか。
39 你还记得吗? nǐ hái jìde ma まだ覚えてますか。
40 我不记得 wǒ bù jìde 私は記憶にない。身に覚えがない。
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41 当然记得 dāngrán jìde 当然、覚えてる。
42 全部都记得 quánbù dōu jìde すべて覚えている。
43 依稀记得 yīxī jìde ぼんやり覚えている。
44 记得很清楚 jìde hěn qīngchu はっきり覚えている。
45 记得不太清楚 jìde bù tài qīngchu あまりはっきり覚えていない。記憶が定かでない。
46 记不清 jì bu qīng 記憶が確かでない。
47 决没有做过那种事 jué méiyǒu zuò guò nà zhǒng shì そのようなことをしたことがない。身に覚えがない。
48 完全不记得 wánquán bù jìde まったく覚えがない。
49 失去记忆 shīqù jìyì 記憶を失う。
50 丧失记忆 sàngshī jìyì 記憶喪失。
51 记忆犹新 jìyì yóu xīn 記憶に新しい。
52 记忆力强 jìyìlì qiáng 記憶力がいい。
53 记忆力弱 jìyìlì ruò 記憶力が弱い。
54 记忆力衰减 jìyìlì shuāijiǎn 記憶力が衰える。
55 他记性好 tā jìxing hǎo 彼は記憶力がよい。
56 我忘性大 wǒ wàngxing dà 私は物忘れがひどい。
57 忘记了 wàngjì le 忘れた。
58 我忘了这件事 wǒ wàng le zhè jiàn shì 私はこのことを忘れた。
59 我忘了东⻄ wǒ wàng le dōngxi 忘れ物した。
60 请你忘记这件事情 qǐng nǐ wàngjì zhè jiàn shìqing このことは忘れてください。
61 为了你我忘记 wèile nǐ wǒ wàngjì あなたのために忘れる。忘れてあげる。
62 不能忘记 bù néng wàngjì 忘れられない。
63 我不会忘记 wǒ bù huì wàngjì 私は忘れない。
64 我不会忘记你 wǒ bù huì wàngjì nǐ 私はあなたを忘れない。
65 无法忘却 wúfǎ wàngquè 忘れ去ることができない。忘れられない。
66 别忘了 bié wàng le 忘れないで。
67 别忘了拿行李 bié wàng le ná xíngli 荷物を持っていくのを忘れないように。
68 我会忘记他的 wǒ huì wàngjì tā de 私は彼を忘れます。
69 把往事都忘掉吧 bǎ wǎngshì dōu wàngdiào ba 過去のことは全て忘れよう。
70 牢记住 láo jìzhù しっかり覚える。
71 牢牢记住 láoláo jìzhù しっかり覚える。
72 背课本 bèi kèběn 教科書を暗唱する。
73 背单词 bèi dāncí 単語を覚える。
74 死记硬背 sǐjì yìng bèi 理解せず丸暗記する。むやみに丸暗記する。
75 想起来 xiǎng qilai 思い出す。思い出して。
76 我想起来了 wǒ xiǎng qilai le 私は思い出した。
77 想起了他的名字 xiǎng qǐ le tā de míngzi 彼の名前を思い出した。
78 我想不起来 wǒ xiǎng bu qǐlái 私は思い出せない。
79 不想记起 bù xiǎng jì qǐ 思い出したくない。
80 不愿想起的事 bù yuàn xiǎngqǐ de shì 思い出したくない事。
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81 不愿想起的回忆 bù yuàn xiǎngqǐ de huíyì 思い出したくない記憶。
82 请你想起 qǐng nǐ xiǎngqǐ 思い出してください。
83 愉快的回忆 yúkuài de huíyì 楽しい思い出。
84 美好的回忆 měihǎo de huíyì いい思い出。
85 痛苦的回忆 tòngkǔ de huíyì 苦い思い出。つらい思い出。
86 终生难忘的回忆 zhōngshēng nánwàng de huíyì 一生忘れることができない思い出。
87 那是对我来说很珍贵的回忆 nà shì duì wǒ lái shuō hěn zhēnguì de huíyì それは私にとって大切な思い出です。
88 那个成为了很好的回忆 nàge chéngwéi le hěn hǎo de huíyì それはいい思い出になりました。
89 真怀念小时候 zhēn huáiniàn xiǎoshíhou 幼い頃がなつかしい。
90 怀念故乡 huáiniàn gùxiāng ふるさとが懐かしい。故郷をしのぶ。
91 我对那个时候很怀念 wǒ duì nàge shíhòu hěn huáiniàn あの頃がとても懐かしい。
92 真令人怀念啊 zhēn lìng rén huáiniàn a 懐かしいですね。
93 记着吧 jì zhe ba 覚えてろ。
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