
No 中国語 ピンイン 日本語

1 好人 hǎorén いい人。善人。立派な人。お人好し。
2 善良的人 shànliáng de rén 善良な人。
3 坏人 huàirén 悪い人。悪人。悪者。
4 坏蛋 huàidàn 悪人。ろくでなし。
5 恶人 èrén 悪人。悪党。
6 恶棍 ègùn 悪党。ごろつき。
7 歹徒 dǎitú 悪人。悪党。
8 走狗 zǒugǒu 手下。子分。悪人の手先。
9 走卒 zǒuzú 手下。子分。悪人の手先。
10 善 shàn 善。
11 恶 è 悪。
12 正义 zhèngyì 正義。
13 正义感 zhèngyìgǎn 正義感。
14 邪恶 xié'è 邪悪。
15 善意 shànyì 善意。好意。
16 好意 hǎoyì 好意。親切。善意。
17 好心 hǎoxīn 善意。親切心。
18 恶意 èyì 悪意。
19 歹意 dǎiyì 悪意。
20 善行 shànxíng 善行。
21 行善 xíngshàn 善行を行う。
22 坏事 huàishì 悪事。悪行(あくぎょう)。ぶちこわす。台無しにする。
23 穷凶极恶 qióng xiōng jí è 極悪非道。
24 万恶 wàn'è 極悪だ。
25 凶恶 xiōng'è 凶悪だ。恐ろしい。
26 凶狠 xiōnghěn 狂暴で残忍だ。すさまじい。
27 凶残 xiōngcán 狂暴で残忍だ。
28 残暴 cánbào 残忍で凶悪だ。
29 坏心眼 huàixīnyǎn 悪い心。悪い考え。意地悪。
30 坏心眼儿 huàixīnyǎnr 悪い心。悪い考え。意地悪。
31 使坏 shǐhuài 悪だくみする。意地悪する。
32 奸计 jiānjì 悪だくみする。
33 诡计 guǐjì 陰謀。わな。
34 阴谋 yīnmóu 陰謀。
35 密谋 mìmóu 秘密の陰謀。ひそかにたくらむ。
36 刁难 diāonàn いやがらせする。意地悪する。
37 刁难人 diāonàn rén 人にいやがらせする。つら当てする。
38 捉弄 zhuōnòng からかう。もてあそぶ。
39 捉弄人 zhuōnòng rén 人をからかう。
40 爱捉弄人的人 ài zhuōnòng rén de rén 人をからかうのが好きな人。意地悪な人。
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41 小鞋 xiǎoxié いやがらせ。束縛。
42 给小鞋穿 gěi xiǎoxié chuān わざと人を困らせる。
43 给他个小鞋穿 gěi tā ge xiǎoxié chuān 彼に意地悪する。
44 他给我穿小鞋 tā gěi wǒ chuān xiǎoxié 彼は私に意地悪をする。
45 受气 shòuqì いじめられる。
46 挨打受气 áidǎ shòuqì 殴られいじめられる。
47 受气包 shòuqìbāo いじめられっ子。よくいじめられる人。
48 挨骂 áimà ののしられる。悪口を言われる。
49 欺负 qīfu いじめる。ばかにする。
50 挨欺负 ái qīfu いじめ。
51 欺侮 qīwǔ いじめる。ばかにする。
52 欺凌 qīlíng いじめる。はずかしめる。
53 污辱 wǔrǔ 侮辱する。はずかしめる。
54 侮辱 wǔrǔ 侮辱する。はずかしめる。
55 欺辱 qīrǔ 侮辱する。ばかにする。
56 凌辱 língrǔ 侮辱する。いじめる。
57 折磨 zhémó 苦しめる。さいなむ。
58 欺负弱小 qīfu ruòxiǎo 弱い者いじめ。
59 被前辈欺负 bèi qiánbèi qīfu 先輩にいじめられる。
60 我受他的气 wǒ shòu tā de qì 彼のいじめをうける。
61 受折磨 shòu zhémó 苦痛を受ける。
62 性骚扰 xìngsāorǎo セクハラ。
63 权力骚扰 quánlì sāorǎo パワハラ。
64 职权骚扰 zhí quán sāorǎo パワハラ。
65 职权暴力 zhíquán bàolì パワハラ。
66 家庭暴力 jiātíng bàolì 家庭内暴力。
67 故意 gùyì 故意に。わざと。
68 有意 yǒuyì 故意だ。わざと。しようと思う。異性に気がある。
69 有心 yǒuxīn 故意に。わざと。意志や考えがある。
70 成心 chéngxīn 故意に。わざと。
71 存心 cúnxīn 故意に。わざと。下心をもつ。
72 蓄意 xùyì たくらんでいる。
73 无意 wúyì 故意ではない。無意識の。する気がない。
74 无心 wúxīn する気がない。なんとなくする。
75 难道你是故意的吗? nándào nǐ shì gùyì de ma まさかあなた故意ではないよね。
76 你是故意的吧 nǐ shì gùyì de ba わざとだろ。
77 我不是故意的 wǒ bùshì gùyì de 故意ではありません。
78 有意装傻 yǒuyì zhuāng shǎ わざととぼける。
79 恨恶邪恶 hènwù xié'è 悪を憎む。
80 正义获胜 zhèngyì huòshèng 正義は勝つ。
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81 正义之士 zhèngyì zhī shì 正義の味方。
82 正义之友 zhèngyì zhī yǒu 正義の味方。
83 正义的化身 zhèngyì de huàshēn 正義の化身。正義の味方。
84 惩恶 chéng è 悪をこらしめる。
85 正义感很强 zhèngyìgǎn hěn qiáng 正義感が強い。
86 性善论 xìngshànlùn 性善説。
87 性恶论 xìng'èlùn 性悪説。
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