
No 中国語 ピンイン 日本語

1 好奇 hàoqí 好奇心がある。
2 他很好奇 tā hěn hàoqí 彼は好奇心が強い。
3 出于好奇 chūyú hàoqí 好奇心にかられて。好奇心から。
4 出于好奇问一下 chūyú hàoqí wèn yīxià 好奇心から尋ねる。
5 好奇心 hàoqíxīn 好奇心。
6 好奇心强 hàoqíxīn qiáng 好奇心が強い。
7 好奇心旺盛 hàoqíxīn wàngshèng 好奇心旺盛。
8 引动好奇心 yǐndòng hàoqíxīn 好奇心をそそる。
9 引起好奇心 yǐnqǐ hàoqíxīn 好奇心を引き起こす。
10 挑动好奇心 tiǎodòng hàoqíxīn 好奇心をあおる。
11 激起好奇心 jī qǐ hàoqíxīn 好奇心を刺激する。
12 激起了她的好奇心 jī qǐ le tā de hàoqíxīn 彼女の好奇心を刺激した。
13 他有很强的好奇心 tā yǒu hěn qiáng de hàoqíxīn 彼は好奇心旺盛だ。
14 她的好奇心很旺盛 tā de hàoqíxīn hěn wàngshèng 彼女は好奇心旺盛だ。
15 忍不住好奇心 rěnbuzhù hàoqíxīn 好奇心を抑えることができない。
16 求知欲 qiúzhīyù 知識欲。
17 关心 guānxīn 関心をもつ。気にかける。気をくばる。
18 漠不关心 mò bù guānxīn 無関心だ。
19 关心不大 guānxīn bù dà 関心が低い。
20 引起关心 yǐnqǐ guānxīn 関心を引き起こす。
21 我很关心你 wǒ hěn guānxīn nǐ 私はあなたに関心がある。私はあなたを気にしています。
22 我不关心你 wǒ bù guānxīn nǐ 私はあなたに関心がない。私はあなたを気にかけない。
23 关心政治 guānxīn zhèngzhì 政治に関心を持つ。
24 老婆只关心孩子的事 lǎopó zhǐ guānxīn háizi de shì カミさんは子供の事しか関心がない。
25 不能不关心环境问题 bùnéng bù guānxīn huánjìng wèntí 環境問題に無関心ではいられない。
26 关怀 guānhuái 関心をよせる。気にかける。気をくばる。
27 关怀教育下一代 guānhuái jiàoyù xià yīdài 次世代の教育に関心をよせる。
28 关切 guānqiè 関心を持つ。気にかける。親切だ。
29 表示严重关切 biǎoshì yánzhòng guānqiè 重大な関心を示す。
30 关注 guānzhù 注意を払う。
31 引起关注 yǐnqǐ guānzhù 関心を引く。
32 过问 guòwèn 関心を示して口出しする。
33 不过问 bù guòwèn 無関心で口出ししない。
34 不闻不问 bù wén bù wèn 聞きもせず問いもしない。無関心。
35 冷淡 lěngdàn 冷淡である。無関心である。ひっそりしている。冷遇する。

36 对政治冷淡 duì zhèngzhì lěngdàn 政治に無関心である。
37 漠然 mòrán 冷淡である。無関心である。
38 漠然的态度 mòrán de tàidù 無関心な態度。
39 淡然 dànrán 気にかけないようす。無関心だ。
40 澹然 dànrán 気にかけないようす。無関心だ。

好奇心、関心、興味   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 麻木不仁 mámù bù rén 外界に対する反応が鈍く無感心である。
42 兴趣 xìngqù 興味。関心。
43 有兴趣 yǒu xìngqù 興味ある。
44 我对学习汉语很有兴趣 wǒ duì xuéxí hànyǔ hěn yǒu xìngqù 私は中国語の学習にとても興味があります。
45 没有兴趣 méiyǒu xìngqù 興味ない。
46 毫无兴趣 háowú xìngqù まったく興味がない。
47 一点兴趣都没有 yīdiǎn xìngqù dōu méiyǒu まったく興味がない。
48 兴趣不浓 xìngqù bù nóng 興味が薄い。
49 感到兴趣 gǎndào xìngqù 興味を感じる。
50 引起兴趣 yǐnqǐ xìngqù 興味を引く。
51 引起了很大的兴趣 yǐnqǐ le hěn dà de xìngqù すごく興味をそそられた。
52 提高兴趣 tígāo xìngqù 興味を高める。
53 产生兴趣 chǎnshēng xìngqù 興味がわく。
54 发生兴趣 fāshēng xìngqù 興味がわく。
55 兴趣勃勃 xìngqù bóbó 興味津々。
56 感兴趣 gǎn xìngqù 興味ある。
57 我很感兴趣 wǒ hěn gǎn xìngqù 私は興味ある。
58 我真的很感兴趣 wǒ zhēn de hěn gǎn xìngqù 私はものすごく興味ある。
59 满有兴趣 mǎn yǒu xìngqù 興味たっぷりだ。
60 不感兴趣 bù gǎn xìngqù 興味ない。
61 不太感兴趣了 bù tài gǎn xìngqù le あまり興味をもたなくなった。
62 渐渐不大感兴趣 jiànjiàn bù dà gǎn xìngqù だんだん関心が薄れる。
63 完全失去了兴趣 wánquán shīqù le xìngqù まったく興味を失くした。
64 兴趣减弱 xìngqù jiǎnruò 興味がうすれる。
65 兴趣淡薄 xìngqù dànbó 興味がうすれる。
66 兴趣减半 xìngqù jiǎn bàn 興味が半減する。
67 没什么兴趣 méi shénme xìngqù なんの興味もない。
68 一点儿兴趣都没有 yīdiǎnr xìngqù dōu méiyǒu なんの興味もない。
69 我一点也不感兴趣 wǒ yīdiǎn yě bù gǎn xìngqù 私はなんの興味もない。
70 没有多大兴趣 méiyǒu duōdà xīngqù あまり興味がない。
71 我没有多大的兴趣 wǒ méiyǒu duōdà de xìngqù 私はあまり興味ない。
72 他对足球很有兴趣 tā duì zúqiú hěn yǒu xìngqù 彼はサッカーに興味があります。
73 他好像对足球感兴趣 tā hǎoxiàng duì zúqiú gǎn xìngqù 彼はサッカーに興味を持っているようだ。
74 我对足球不感兴趣 wǒ duì zúqiú bù gǎn xìngqù 私はサッカーに興味がない。
75 我对足球一点儿也不感兴趣 wǒ duì zúqiú yīdiǎnr yě bù gǎn xìngqù 私はサッカーにはすこしも興味がない。
76 我对足球根本不感兴趣 wǒ duì zúqiú gēnběn bù gǎn xìngqù 私はサッカーにはまったく興味がない。
77 她对棒球不太感兴趣 tā duì bàngqiú bù tài gǎn xìngqù 彼女は野球にあまり関心がない。
78 你现在最感兴趣的是什么? nǐ xiànzài zuì gǎn xìngqù de shì shénme あなたが今一番興味を持っているものは何ですか。
79 最近有感兴趣的事情吗? zuìjìn yǒu gǎn xìngqù de shìqíng ma 最近、興味があることはありますか。
80 我对乒乓球感兴趣了 wǒ duì pīngpāngqiú gǎn xìngqù le 私は卓球に興味をもちました。
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81 最近我对高尔夫球很感兴趣 zuìjìn wǒ duì gāo'ěrfūqiú hěn gǎn xìngqù 最近、私はゴルフに興味があります。
82 我对你感兴趣 wǒ duì nǐ gǎn xìngqù 私はあなたに興味があります。
83 对日本感兴趣吗? duì rìběn gǎn xìngqù ma 日本に興味ありますか。
84 你在日本对什么感兴趣呢? nǐ zài rìběn duì shénme gǎn xìngqù ne 日本で何に興味を持ちましたか。
85 出于兴趣 chūyú xìngqù 興味にかられて。興味から。
86 我只是出于兴趣才看的 wǒ zhǐshì chūyú xìngqù cái kàn de ただ興味本位で見ただけです。
87 她没有表示出一点兴趣 tā méiyǒu biǎoshì chū yīdiǎn xìngqù 彼女はまったく興味を示さなかった。
88 也许有兴趣 yěxǔ yǒu xìngqù 興味があるかもしれない。
89 显出兴趣 xiǎn chū xìngqù 関心を示す。
90 意兴 yìxìng 興味。
91 意兴勃勃 yìxìng bóbó 興味津々。
92 兴致 xìngzhì 興味。
93 兴致浓郁 xìngzhì nóngyù たいへん興味深い。
94 兴味 xìngwèi 興味。おもしろみ。
95 兴味索然 xìngwèi suǒrán おもしろみがない。興味ない。
96 兴会 xìnghuì たまたま湧いた興味。
97 兴会淋漓 xìnghuì línlí 見聞きした興味がよくあらわされている。
98 趣味 qùwèi 興味を起こさせる性質。
99 趣味盎然 qùwèi àngrán 興味津々。
100 趣味相投 qùwèi xiāngtóu 趣味がよく合う。
101 趣味无穷 qùwèi wúqióng 興味がつきない。
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