
No 中国語 ピンイン 日本語

1 情 qíng 情。心の通い合い。心遣い。
2 人情 réngqíng 人情。私情。よしみ。世間のつきあい。
3 情意 qíngyì 人に対する気持ち。情。
4 心意 xīnyì 人に対する気持ち。心。意志。考え。
5 心肠 xīncháng 心根。事物に対する感情。
6 感情 gǎnqíng 感情。好感。親密感。愛着。
7 情感 qínggǎn 感情。心のつながり。
8 友情 yǒuqíng 友情。
9 友谊 yǒuyì 友好。友情。
10 友好 yǒuhǎo 親しい友人。友好的である。
11 友爱 yǒu'ài 友情。友愛。仲がよい。
12 旧情 jiùqíng 昔からのよしみ。
13 情面 qíngmian 私的なよしみ。情実。相手のメンツ。
14 爱情 àiqíng 男女間の愛情。
15 情爱 qíng'ài 情愛。いつくしみ。
16 爱 ài 愛する。大切にする。かわいがる。
17 宠爱 chǒng'ài 寵愛する。かわいがる。
18 钟爱 zhōng'ài 目をかけてかわいがる。
19 恩爱 ēn'ài 夫婦愛。夫婦が仲むつまじい。
20 敬爱 jìng'ài 敬愛する。
21 怜爱 lián'ài いとおしむ。かわいがる。
22 溺爱 nì'ài 溺愛する。
23 恋情 liànqíng 恋心。愛情。名残おしい気持ち。
24 亲爱 qīn'ài 親愛。親愛なる。
25 情分 qíngfen 人と人とのよしみ。義理。
26 热情 rèqíng 熱情。熱意。心がこもっている。
27 温情 wēnqíng おもいやり。
28 恩情 ēnqíng 恩。なさけ。いつくしみ。
29 深情 shēnqíng 深い情。
30 善心 shànxīn やさしい心。おもいやり。情け深い。
31 慈爱 cí'ài 慈愛。いつくしみ。
32 慈悲 cíbēi あわれみ。慈悲。
33 慈善 císhàn 慈悲深い。
34 仁慈 réncí 心やさしい。慈悲深い。
35 同情 tóngqíng 同情する。同調する。
36 好心 hǎoxīn 善意。親切心。
37 好意 hǎoyì 善意。好意。
38 善意 shànyì 善意。好意。
39 关系 guānxi 関係。かかわり。
40 交情 jiāoqing 間柄。友情。仲。
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41 要好 yàohǎo 仲がよい。
42 和睦 hémù 仲むつまじい。友好的。
43 亲密 qīnmì 親密だ。親しい。
44 亲近 qīnjìn 親密だ。親しい。親しくする。
45 亲切 qīnqiè 親密だ。心のこもった。熱心な。
46 亲热 qīnrè 親密だ。懇意だ。
47 关爱 guān'ài 気遣う。思いやり大切にする。
48 关心 guānxīn 気にかける。心をよせる。
49 人类爱 rénlèi ài 人類愛。
50 同胞之爱 tóngbāo zhī ài 同胞愛。
51 家族爱 jiāzú ài 家族愛。
52 ⽗⺟的爱 fùmǔ de ài 親の愛情。両親の愛情。
53 ⽗亲的爱 fùqīn de ài ⽗の愛。
54 ⺟亲的爱 mǔqīn de ài ⺟の愛。
55 对孩子的爱 duì háizi de ài 子供への愛。
56 骨肉情 gǔròu qíng 肉親の絆。
57 亲子之情 qīnzǐ zhī qíng 親子の情。
58 亲子关系很好 qīnzǐ guānxi hěn hǎo 親子関係が良い。
59 跟⽗亲关系很好 gēn fùqīn guānxì hěn hǎo ⽗との関係は良い。
60 关爱⽗⺟ guān'ài fùmǔ 両親を大切にする。
61 我和你的友谊 wǒ hé nǐ de yǒuyì 私とあなたの友情。
62 和朋友之间的友谊 hé péngyǒu zhī jiān de yǒuyì 友達との友情。
63 我们的友谊 wǒmen de yǒuyì 私たちの友情。
64 为我们的友谊干杯 wèi wǒmen de yǒuyì gānbēi 私たちの友情のために乾杯。
65 我们的友谊是永远的 wǒmen de yǒuyì shì yǒngyuǎn de 私たちの友情は永遠です。
66 我们的友情永远不变 wǒmen de yǒuqíng yǒngyuǎn bù biàn 私たちの友情は永遠に変わらない。
67 中日友好 zhōngrì yǒuhǎo 日中友好。
68 中日两国的友谊 zhōngrì liǎng guó de yǒuyì 日中両国の友情。
69 对女朋友的爱 duì nǚpéngyǒu de ài 付き合ってる彼女に対する愛。
70 对男朋友的爱 duì nán péngyǒu de ài 付き合っている彼氏に対する愛。
71 对你的爱 duì nǐ de ài あなたへの愛。
72 对妻子的爱 duì qīzǐ de ài 妻子に対する愛。
73 对妻子的爱 duì qīzi de ài 妻に対する愛。
74 对丈夫的爱 duì zhàngfu de ài 夫に対する愛。
75 对老婆的爱 duì lǎopó de ài カミさんに対する愛。
76 对老公的爱 duì lǎogōng de ài 旦那に対する愛。
77 夫妻感情很好 fūqī gǎnqíng hěn hǎo 夫婦仲がよい。
78 对宠物的爱 duì chǒngwù de ài ペットへの愛。
79 两人关系很好 liǎng rén guānxi hěn hǎo 二人は関係が良い。二人は仲が良い。
80 两人关系很深 liǎng rén guānxi hěn shēn 二人の関係は深い。
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81 邻居之间关系好 línjū zhī jiān guānxi hǎo 近所との関係は良い。
82 邻居关系和睦 línjū guānxi hémù 近所と仲睦まじい。
83 和领导关系好 hé lǐngdǎo guānxi hǎo リーダーとの関係は良い。
84 和上司关系好 hé shàngsi guānxi hǎo 上司との関係は良い。
85 和部下关系好 hé bùxià guānxi hǎo 部下との関係は良い。
86 和同事关系好 hé tóngshi guānxi hǎo 同僚との関係は良い。
87 团队的气氛很好 tuánduì de qìfēn hěn hǎo チームの雰囲気はよい。
88 人之间关系很好 rén zhī jiān guānxi hěn hǎo 人間関係がとてもよい。
89 人之间关系不好 rén zhī jiān guānxi bù hǎo 人間関係が良くない。
90 我和你的关系是什么? wǒ hé nǐ de guānxi shì shénme 私とあなたの関係は何ですか。
91 我和你到底什么关系? wǒ hé nǐ dàodǐ shénme guānxi 私とあなたはいったいどんな関係ですか。
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