
No 中国語 ピンイン 日本語

1 喜欢 xǐhuan 好む。好きだ。楽しい。うれしい。
2 我喜欢你 wǒ xǐhuan nǐ 私はあなたが好き。
3 我喜欢那个 wǒ xǐhuan nàge 私はそれが好き。
4 喜欢这个 xǐhuan zhège これ好き。
5 我喜欢打高尔夫 wǒ xǐhuan dǎ gāo'ěrfū 私はゴルフをするのが好きです。
6 我喜欢中国菜 wǒ xǐhuan zhōngguócài 私は中国料理が好きです。
7 我不喜欢他 wǒ bù xǐhuan tā 私は彼が好きではありません。
8 我不太喜欢旅游 wǒ bù tài xǐhuān lǚyóu 私は旅行があまり好きではない。
9 我最喜欢夏天 wǒ zuì xǐhuān xiàtiān 夏が一番好きです。
10 他喜欢孤独 tā xǐhuan gūdú 彼は孤独を好む。
11 你喜欢什么? nǐ xǐhuan shénme あなたは何が好き。
12 你喜欢哪个? nǐ xǐhuan nǎge あなたはどれが好き。
13 喜爱 xǐ'ài 好む。愛好する。好感を持つ。
14 我喜爱游泳 wǒ xǐ'ài yóuyǒng 水泳が好きです。
15 她很喜爱动物 tā hěn xǐ'ài dòngwù 彼女は動物好きだ。
16 我最喜爱吃的水果 wǒ zuì xǐ'ài chī de shuǐguǒ 私が最も好んで食べる果物。
17 我喜爱的⻛景 wǒ xǐ'ài de fēngjǐng 私の好きな風景。
18 我喜爱的狗 wǒ xǐ'ài de gǒu 私の好きな犬。愛犬。
19 我不喜愛祭祀 wǒ bù xǐ'ài jìsì 私はまつりごとは好きでない。
20 喜好 xǐhào 好む。愛好する。趣味。
21 他喜好女人 tā xǐhào nǚrén 彼は女好き。
22 喜好发生变化了 xǐhào fāshēng biànhuà le 好みに変化が生じた。
23 配合她的喜好 pèihé tā de xǐhào 彼女の好みに合わせる。
24 人到晚年特别喜好安静 rén dào wǎnnián tèbié xǐhào ānjìng 人は晩年になると特に静けさを好む。
25 不喜好争抢 bù xǐhào zhēngqiǎng 物を争うのは好きでない。
26 好 hào 好む。〜しやすい。
27 他好问 tā hào wèn 彼は質問好きだ。
28 爱 ài 愛する。好む。⼤切にする。よく〜する。
29 我爱你 wǒ ài nǐ 愛してる。
30 他不爱我 tā bù ài wǒ 彼は私を愛していない。
31 我爱喝咖啡 wǒ ài hē kāfēi 私はコーヒー好き。
32 他很爱面子 tā hěn ài miànzi 彼はとても面子を重んじる。
33 我不爱吃胡萝卜 wǒ bù ài chī húluóbo 私はニンジンが好きではありません。
34 爱好 àihào 好む。好み。趣味。
35 我的爱好是照相机 wǒ de àihào shì zhàoxiàngjī 私の趣味はカメラです。
36 我是动漫爱好者 wǒ shì dòngmàn àihàozhě 私はアニメファンです。
37 我们爱好和平 wǒmen àihào hépíng 私たちは平和を愛す。
38 他爱好⼤自然 tā àihào dà zìrán 彼は⼤自然を愛す。
39 他根本不爱好音乐 tā gēnběn bù àihào yīnyuè 彼はもともと音楽が好きでない。
40 我们爱好接近呢 wǒmen àihào jiējìn ne 私たち、趣味が近いですね。
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41 热爱 rè'ài 熱愛する。⼤好き。
42 热爱⼤自然 rè'ài dà zìrán ⼤自然を愛す。
43 她热爱运动 tā rè'ài yùndòng 彼女は運動⼤好き。
44 她热爱家人 tā rè'ài jiārén 彼女は家族をとても愛している。
45 酷爱 kù'ài 熱愛する。すごく好き。超⼤好き。
46 他酷爱饮酒 tā kù'ài yǐnjiǔ 彼は飲酒が⼤好き。
47 他酷爱赌博 tā kù'ài dǔbó 彼はギャンブルが⼤好き。
48 她酷爱烹饪 tā kù'ài pēngrèn 彼女はお料理⼤好き。
49 讨厌 tǎoyàn きらう。いやがる。きらいだ。いやだ。やっかいだ。
50 我讨厌他 wǒ tǎoyàn tā 私は彼が嫌いです。
51 我不想被她讨厌 wǒ bù xiǎng bèi tā tǎoyàn 私は彼女に嫌われたくない。
52 我讨厌苦瓜 wǒ tǎoyàn kǔguā 私はニガウリがきらいです。
53 讨厌的雨 tǎoyàn de yǔ いやな雨。
54 讨厌的天气 tǎoyàn de tiānqì いやな天気。
55 讨厌的家伙 tǎoyàn de jiāhuo いやな奴。
56 我不是讨厌他 wǒ bù shì tǎoyàn tā 彼を嫌いではない。
57 厌恶 yànwù 嫌う。憎む。
58 我厌恶人世 wǒ yànwù rénshì 世の中、いやになる。
59 陷入自我厌恶 xiànrù zìwǒ yànwù 自己嫌悪に陥る。
60 感到自我厌恶 gǎndào zìwǒ yànwù 自己嫌悪を感じる。
61 她厌恶我 tā yànwù wǒ 彼女は私をひどく嫌う。
62 嫌 xián 嫌う。いやがる。
63 我嫌你恶心 wǒ xián nǐ ěxīn 私はあなたにうんざりしています。
64 我不嫌你 wǒ bù xián nǐ 私はあなたを嫌っていない。
65 嫌恶 xiánwù 嫌悪する。嫌う。
66 陷入自我嫌恶 xiànrù zìwǒ xiánwù 自己嫌悪に陥る。
67 我嫌恶它 wǒ xiánwù tā 私はそれがすごく嫌いです。
68 嫌弃 xiánqì 嫌って相手にしない。
69 我嫌弃你 wǒ xiánqì nǐ 私はあなたを相手にしない。
70 我不嫌弃你 wǒ bù xiánqì nǐ 私はあなたを嫌いでない。
71 被嫌弃了 bèi xiánqì le 嫌われた。
72 厌弃 yànqì 嫌になって見捨てる。愛想を尽かす。
73 厌弃人生 yànqì rénshēng 人生がいやになる。
74 我厌弃世界 wǒ yànqì shìjiè 私は世の中がいやになる。
75 他被⼤家厌弃 tā bèi dàjiā yànqì 彼はみんなに嫌われている。
76 憎 zēng 嫌悪する。
77 我憎你 wǒ zēng nǐ 私はあなたを嫌悪する。
78 嫌憎 xiánzēng 憎み嫌う。
79 他嫌憎我 tā xiánzēng wǒ 彼は私を憎み嫌っている。
80 他的言论令人嫌憎 tā de yánlùn lìng rén xiánzēng 彼の言論は人に嫌われている。
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81 憎恨 zēnghèn 憎悪する。
82 憎恨战争 zēnghèn zhànzhēng 戦争を憎む。
83 憎恨敌人 zēnghèn dírén 敵を憎む。
84 憎恶 zēngwù 憎む。恨む。
85 憎恶犯罪 zēngwù fànzuì 犯罪を憎む。
86 他憎恶不公平的事 tā zēngwù bù gōngpíng de shì 彼は不公平なことを嫌う。
87 好恶 hàowù 好き嫌い。好み。
88 食物的好恶 shíwù de hàowù 食べ物の好き嫌い。
89 个人的好恶 gèrén de hàowù 個人的な好き嫌い。
90 各人有各人的好恶 gè rén yǒu gè rén de hàowù 人にはそれぞれ好き嫌いがある。
91 他对人好恶太极端 tā duì rén hàowù tài jíduān 彼は人に対する好き嫌いが極端すぎる。
92 挑剔 tiāoti 選り好みする。文句をつける。
93 挑剔⼤ tiāotì dà 好き嫌いが激しい。
94 他对食物很挑剔 tā duì shíwù hěn tiāoti 彼は食べ物に口うるさい。
95 挑食 tiāo shí 食べ物を選ぶ。
96 我不挑食 wǒ bù tiāo shí 私は食べ物の好き嫌いがない。
97 他很挑食 tā hěn tiāo shí 彼は食べ物の好き嫌いがある。
98 喜欢不喜欢 xǐhuan bùxǐhuan 好き嫌い。
99 没有什么喜欢不喜欢 méiyǒu shénme xǐhuan bùxǐhuan なんの好き嫌いもない。
100 喜欢与不喜欢 xǐhuan yǔ bùxǐhuan 好きと嫌い。
101 喜好和厌恶 xǐhào hé yànwù 好きと嫌い。
102 喜好不喜好 xǐhào bùxǐhào 好き嫌い。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

「好き」「嫌い」  3/3

3


