
No 中国語 ピンイン 日本語

1 旁边 pángbiān 隣。傍ら。わき。近く。横。
2 旁边儿 pángbiānr 隣。傍ら。わき。近く。横。
3 邻居 línjū 隣近所。隣人。
4 街坊 jiēfang 隣近所の人。
5 隔壁 gébì 壁を隔てた隣。隣家。
6 拐角 guǎijiǎo 曲がり角。
7 拐角儿 guǎijiǎor 曲がり角。
8 把角儿 bǎjiǎor 曲がり角。
9 拐弯 guǎiwān 曲がり角。角を曲がる。話や考えの方向を変える。
10 转弯 zhuǎnwān 道を曲がる。角を曲がる。認識を変える。
11 弯儿 wānr 曲がっているところ。
12 棱角 léngjiǎo 物のかど。才能や才気。
13 犄角 jījiǎo かど。
14 犄角儿 jījiǎor かど。
15 旮旯儿 gālár 隅。片隅。へんぴなところ。
16 旮旯儿里 gālár lǐ 隅っこ。
17 角落 jiǎoluò 隅。片隅。へんぴなところ。
18 一隅 yīyú 片隅。一角。
19 角角落落 jiǎojiaoluòluò 隅々。
20 每一个角落 měi yī ge jiǎoluò 隅々。
21 每个地方 měi ge dìfang 隅々まで。めいめいの場所。
22 连各个角落都 lián gè ge jiǎoluò dōu 隅々まで全て。
23 旮旮旯旯儿都 gāgalálár dōu 隅々まで全て。
24 桌角 zhuōjiǎo 机の角。
25 桌子犄角 zhuōzi jījiǎo 机の角。
26 屋子犄角 wūzi jījiǎo 部屋の隅。
27 街角 jiējiǎo まちかど。
28 街口 jiēkǒu まちかど。
29 巷口 xiàngkǒu 路地の入口。まちかど。
30 城隅 chéng yú 町の片隅。
31 墙隅 qiáng yú 壁や塀の隅。
32 墙角 qiángjiǎo 壁や塀の隅。
33 墻犄角 qiáng jījiǎo 壁や塀の隅。
34 墙旮旯儿 qiáng gālár 壁や塀の隅。
35 宇宙里的这一角 yǔzhòu lǐ de zhè yījiǎo 宇宙のこのかた隅。
36 房间的角落 fángjiān de jiǎoluò 部屋の隅。
37 房间的每个角落 fángjiān de měi ge jiǎoluò 部屋の隅々。
38 一边 yībiān 片側。一面。一方面。
39 一边儿 yībiānr 片側。一面。一方面。
40 这一边 zhè yībiān こちら側。

隣、傍ら、角、端っこ、隙間、窪み、穴   1/4

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 那一边 nà yībiān あちら側。むこう側。
42 这一侧 zhè yī cè こちら側。
43 我这里 wǒzhèli 私のいるこちら。
44 你那里 nǐnàli あなたのいるそちら。
45 靠边 kàobiān 端に寄る。
46 靠边儿 kàobiānr 端に寄る。
47 边儿 biānr へり。ふち。そば。
48 头儿 tóur 端。先。ボス。
49 桌子边儿 zhuōzi biānr 机のへり。
50 末端 mòduān 末端。末尾。端。
51 两端 liǎngduān 両端。
52 两头儿 liǎngtóur 両端。
53 尖端 jiānduān とがった先。先端の。先進の。
54 尖儿 jiānr 先のとがった部分。ずばぬけている。
55 末梢 mòshāo 先。末尾。
56 缝隙 fèngxì 隙間。割れ目。裂け目。
57 缝子 fèngzi 隙間。割れ目。裂け目。
58 缝儿 fèngr 隙間。割れ目。裂け目。縫い目。継ぎ目。
59 裂缝 lièfèng 裂け目。ひび。ひびが入る。
60 裂口 lièkǒu 裂け目。裂け目ができる。
61 裂口儿 lièkǒur 裂け目。裂け目ができる。
62 裂痕 lièhén ひび。
63 缺口 quēkǒu 欠け。欠けたところ。割れ目。隙間。不足。
64 缺口儿 quēkǒur 欠け。欠けたところ。割れ目。隙間。
65 墙缝 qiángfèng 壁や塀の隙間。
66 洼儿 wār くぼみ。
67 坑 kēng 地面の穴。くぼみ。立て穴。損害を与える。
68 坑儿 kēngr 地面の穴。くぼみ。
69 凹处 āochù へこんだところ。
70 隆起处 lóngqǐ chù ふくらんだところ。隆起部。こぶ。
71 突出部 tūchūbù 突出部。でっぱり。
72 凸部 tūbù 突起した部分。でっぱり。
73 坑坑洼洼的 kēngkengwāwā de でこぼこだ。
74 眼儿 yǎnr 穴。
75 窟窿 kūlong 洞穴。穴。損失。
76 窟窿眼儿 kūlomgyǎnr 小さな穴。
77 洞儿 dòngr 穴。
78 空洞 kōngdòng 空洞。
79 穴 xué 洞穴。穴。墓穴。
80 孔 kǒng 比較的小さな穴。
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81 口子 kǒuzi ぽっかりあいた所。きず。裂け目。家族を数える言葉。
82 陷阱 xiànjǐng 落とし穴。
83 打眼 dǎyǎn 穴をあける。
84 打眼儿 dǎyǎnr 穴をあける。
85 打个眼儿 dǎ ge yǎnr 穴をあける。
86 打孔 dǎ kǒng 穴をあける。
87 开个洞 kāi ge dòng 穴をあける。
88 掏一个洞 tāo yī ge dòng 穴をあける。
89 钻孔 zuàn kǒng 穴をあける。
90 挖洞 wā dòng 穴を掘る。
91 挖坑 wā kēng 穴を掘る。
92 刨坑 páokēng くわやつるはしで穴を掘る。
93 沟 gōu 溝。堀。くぼみ。谷あい。
94 沟儿 gōur 溝。堀。くぼみ。谷あい。
95 水沟 shuǐgōu 溝。堀。
96 纹路 wénlu すじ。しわ。溝。
97 纹路儿 wénlur すじ。しわ。溝。
98 纹缕儿 wénlür すじ。しわ。溝。
99 正面 zhèngmiàn 正面。表面。
100 对面 duìmiàn 向かい側。真正面。
101 对面儿 duìmiànr 向かい側。真正面。
102 背面 bèimiàn 裏側。
103 背面儿 bèimiàn 裏側。
104 背后 bèihòu 後ろ側。裏手。見えないところ。
105 后面 hòumian 後ろ。裏。
106 面前 miànqián 目の前。前。
107 前边 qiánbian 前方。前面。以前。先刻。
108 前边儿 qiánbianr 前方。前面。以前。先刻。
109 前方 qiánfāng 前方。前線。
110 跟前 gēnqián そば。近く。手前。
111 跟前儿 gēnqiánr そば。近く。手前。
112 身边 shēnbiān 身辺。手元。手前。
113 手头 shǒutóu 手の届く範囲。手もと。懐具合。
114 手头儿 shǒutóur 手の届く範囲。手もと。懐具合。
115 手下 shǒuxià 手の届く範囲。手もと。懐具合。配下。
116 脚下 jiǎoxià 足もと。
117 靠近支柱侧 kàojìn zhīzhù cè 柱のそば。
118 靠近支柱处 kàojìn zhīzhù chù 柱のそば。
119 支柱的背面 zhīzhù de bèimiàn 柱の裏。
120 窗边的门 chuāng biān de mén 窓側のドア。
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121 这面墙的另一侧 zhè miàn qiáng de lìng yī cè この壁の向こう側。
122 墙的另一面 qiáng de lìng yī miàn 壁の向こう。
123 富士山的另一边 fùshìshān de lìng yī biān 富士山の向こう。
124 远远的前方 yuǎn yuǎn de qiánfāng ずっと先。遠い先の方。
125 就在那里 jiù zài nàlǐ すぐそこ。
126 就在那儿 jiù zài nàr すぐそこ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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