
No 中国語 ピンイン 日本語

1 可爱 kě'ài かわいい。いとしい。
2 很可爱 hěn kě'ài かわいい。
3 好可爱 hǎo kě'ài とってもかわいい。
4 真可爱 zhēn kě'ài ほんとかわいい。
5 超可爱 chāo kě'ài 超かわいい。
6 太可爱 tài kě'ài 可愛すぎる。
7 可爱死了 kě'ài sǐ le 死ぬほどかわいい。
8 小可爱 xiǎo kě'ài 可愛い子ちゃん。
9 幼稚可爱 yòuzhì kě'ài あどけなくてかわいい。
10 可爱的小猫 kě'ài de xiǎo māo かわいい子猫。
11 小猫咪真可爱 xiǎo māomī zhēn kě'ài こねこちゃんほんとかわいい。
12 猫咪真的很可爱 māomī zhēn de hěn kě'ài ねこちゃんほんとかわいい。
13 多么可爱的姑娘 duōme kě'ài de gūniáng なんとかわいい女の子だろう。
14 你很可爱 nǐ hěn kě'ài あなたはかわいい。
15 心爱 xīn'ài こころから愛する。かわいい。
16 心爱的孩子 xīn'ài de háizi 愛児。かわいい子供。
17 喜爱 xī'ài 好む。好きだ。いとしい。
18 逗人喜爱的笑容 dòu rén xǐ'ài de xiàoróng いとしさを人に思い起こさせる笑顔。愛くるしい笑顔。
19 喜爱宠物 xǐ'ài chǒngwù ペットをかわいがる。
20 亲爱 qīn'ài 親愛な。
21 我亲爱的女儿 wǒ qīn'ài de nǚ'ér 私の愛する娘。わたしのかわいい娘。
22 宝贵 bǎoguì 貴重である。大切である。いとしい。
23 宝贵的女儿 bǎoguì de nǚ'ér 大事な娘。かわいい娘。
24 小巧玲珑 xiǎoqiǎolínglóng 小さくて精巧だ。かわいい。
25 小巧玲珑的女生 xiǎoqiǎolínglóng de nǚshēng 小柄でかわいい女の子。
26 胖嘟嘟 pàngdūdū ふっくら太っていてかわいい。ぽっちゃり。
27 胖嘟嘟的小男孩 pàngdūdū de xiǎo nánhái ぽっちゃりした男の子。
28 好玩儿 hǎowánr おもしろい。たのしい。愛嬌がある。かわいい。
29 熊猫好玩儿 xióngmāo hǎowánr パンダは愛嬌がある。
30 天真 tiānzhēn 純朴だ。単純だ。あどけない。
31 无邪 wúxié 無邪気だ。
32 天真无邪的人品 tiānzhēn wúxié de rén pǐn 天真爛漫な人柄。かわいい人柄。
33 天真烂漫 tiānzhēn lànmàn 天真らんまんだ。
34 招人喜欢 zhāo rén xǐhuan 人を喜ばせる。かわいい。かわいげがある。
35 讨人喜欢 tǎo rén xǐhuan 人に好かれる。かわいい。かわいげがある。
36 这孩子真招人喜欢 zhè háizi zhēn zhāo rén xǐhuan この子はほんとにかわいらしい。
37 萌萌哒 méng méng dā 萌え〜。
38 萌萌哒！东京奥运会吉祥物 méng méng dā! dōngjīng àoyùnhuì jíxiángwù 萌え〜！東京オリンピックマスコット。
39 好萌 hǎo méng とっても萌える。とってもかわいい。
40 超萌 chāo méng 超萌える。超かわいい。
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41 呆萌 dāiméng お間抜けでかわいい。
42 萌呆了 méng dāi le すごく可愛くて見とれた。
43 萌死了 méng sǐ le 萌え死にしそう。
44 好看 hǎokàn 見た目がいい。
45 漂亮 piàoliang きれいだ。おしゃれだ。みごとだ。きこえのよい。
46 打扮 dǎban 装い。装う。
47 爱打扮 ài dǎban 装いに気をつかう。おしゃれ。
48 好打扮 hǎo dǎban よい装い。おしゃれ。
49 讲究打扮 jiǎngjiū dǎban 装いに気をつかう。おしゃれ。
50 不讲究打扮 bù jiǎngjiù dǎban 装いに気をつかわない。おしゃれじゃない。
51 俏 qiào 粋だ。
52 打扮得真俏 dǎban de zhēn qiào 粋な感じでおしゃれしてる。
53 酷 kù クールだ。かっこいい。おしゃれ。むごい。ひどい。
54 这个曲子很酷 zhège qǔzi hěn kù この曲はかっこいい。この曲おしゃれ。
55 她爱美 tā ài měi 彼女はおしゃれだ。
56 那个人爱漂亮 nàge rén ài piàoliang あの人はおしゃれだ。
57 爱打扮的人 ài dǎban de rén おしゃれな人。
58 好打扮的人 hǎo dǎban de rén おしゃれな人。
59 爱俏的人 ài qiào de rén おしゃれな人。
60 这个好 zhège hǎo これは良い。
61 这个真好 zhège zhēn hǎo これはほんとに良い。
62 这个真好用 zhège zhēn hǎo yòng これはほんとに使いやすい。
63 这个真的好看 zhège zhēn de hǎokàn これはほんとに見た目がよい。
64 这东⻄可真不错 zhè dōngxi kě zhēn bùcuò このモノは本当にいい。
65 这是个好东⻄ zhè shìge hǎo dōngxi これは良い ものだ。
66 喜欢这个 xǐhuan zhège これ好き。
67 这个好可爱 zhège hǎo kě'ài これとってもかわいい。
68 这个很漂亮 zhège hěn piàoliang これはきれい。
69 真棒 zhēn bàng 素晴らしい。
70 真棒棒 zhēn bàng bàng 素晴らしい。
71 太棒了 tài bàng le 素晴らしい。
72 很棒 hěn bàng すごい。
73 好棒 haǒ bàng とてもすごい。
74 好极了 hǎo jí le 極めて良い。
75 太精彩了 tài jīngcǎi le とても素晴らしい。
76 爱上了 àishàng le 惚れた。
77 重新爱上了 chóngxīn àishàng le 惚れ直した。
78 一⻅钟情 yī jiàn zhōng qíng 一目惚れ。
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