
No 中国語 ピンイン 日本語

1 爱 ài 愛する。愛情。⼤切にする。重んじる。好む。よく〜する。

2 爱情 àiqíng 男女間の愛情。
3 最爱 zuì'ài 最愛のもの。
4 亲爱 qīn'ài 最愛の。親愛なる。
5 心爱 xīn'ài 心から愛する。⼤切にしている。
6 热爱 rè'ài 熱愛する。
7 相爱 xiāng'ài 愛し合う。
8 相好 xiānghǎo 仲良しだ。愛し合う。愛人。
9 相思相爱 xiāngsī xiāng'ài 相思相愛。
10 相亲相爱 xiāngqīn xiāng'ài 相思相愛。
11 单相思 dānxiāngsī 片思い。
12 纯洁的爱 chúnjié de ài 純愛。
13 恋爱 liàn'ài 恋愛。恋愛する。
14 谈恋爱 tán liàn'ài 恋愛する。
15 搞恋爱 gǎo liàn'ài 恋愛する。
16 爱恋 àiliàn 恋する。熱愛する。
17 倾心 qīngxīn あこがれる。夢中になる。恋する。真心をこめる。
18 萌生爱情 méngshēng àiqíng 愛が芽生える。
19 萌生爱意 méngshēng ài yì 愛が芽生える。
20 初恋 chūliàn 初恋。恋愛の初期。
21 甜蜜的初恋 tiánmì de chūliàn 甘い初恋。
22 失恋 shīliàn 失恋する。
23 失去爱情 shīqù àiqíng 愛情を失う。
24 失恋的打击 shīliàn de dǎjī 失恋のショック。
25 失恋的痛苦 shīliàn de tòngkǔ 失恋の痛手。
26 爱慕 àimù 慕う。
27 倾慕 qīngmù 心から慕う。
28 恋慕 liànmù 恋い慕う。
29 恋慕心 liànmùxīn 恋心。
30 恋慕之情 liànmù zhī qíng 恋心。
31 一⻅钟情 yī jiàn zhōngqíng 一目ぼれ。
32 一⻅倾心 yī jiàn qīngxīn 一目ぼれ。
33 迷恋 míliàn 夢中になる。やみつきになる。
34 热恋 rèliàn 熱愛する。⼤恋愛。
35 相思病 xiāngsī bìng 恋の病。
36 轻微的恋慕心情 qīngwéi de liànmù xīnqíng 淡い恋心。
37 远距离恋爱 yuǎn jùlí liàn'ài 遠距離恋愛。
38 异地恋 yìdì liàn 遠距離恋愛。
39 跨国恋 kuà guó liàn 国境を超える恋愛。
40 跨国结婚 kuà guó jiéhūn 国際結婚。
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41 国际婚姻 guójì hūnyīn 国際結婚。
42 精神恋爱 jīngshén liàn'ài プラトニックラブ。
43 婚外恋 hūnwàiliàn 不倫の恋。
44 婚外情 hūnwàiqíng 不倫の恋。
45 同性恋 tóngxìngliàn 同性愛。
46 情网 qíngwǎng 逃れることのできない愛情。愛のわな。
47 女朋友 nǚpéngyou 付き合っている彼女。
48 男朋友 nánpéngyǒu 付き合っている彼氏。
49 对象 duìxiàng 対象。付き合っている相手。
50 恋人 liànrén 恋人。
51 情人 qíngrén 恋人。愛人。
52 爱人 àiren 結婚している相手。家内。主人。妻。夫。
53 你爱人 nǐ àirén あなたの結婚してる相手。あなたの奥さん。あなたのご主人。

54 老婆 lǎopo カミさん。女房。家内。
55 老公 lǎogōng ダンナ。主人。
56 太太 tàitai 奥さん。
57 妻子 qīzi 妻。
58 妻子 qīzǐ 妻と子供。妻子。
59 爱妻 àiqī 愛する妻。
60 爱妻子的人 ài qīzi de rén 愛妻家。
61 丈夫 zhàngfu 夫。成人男子。
62 男人 nánren 夫。
63 男人 nánrén 成人男子。
64 先生 xiānsheng 夫。〜さん。
65 外遇 wàiyù 浮気相手。愛人。情婦。情夫。
66 情妇 qíngfù 情婦。
67 情夫 qíngfū 情夫。
68 宝⻉ bǎobèi かわいい子供や恋人。ベイビー。貴重なもの。まぬけな人。

69 情侣 qínglǚ 恋人どうし。カップル。恋仲。
70 情侣装 qínglǚ zhuāng ペアルック。
71 一对情侣 yī duì qínglǚ 一組みのカップル。
72 一双情侣 yī shuāng qínglǚ 一組みのカップル。
73 一对恋人 yī duì liànrén 一組みのカップル。
74 一对的男女 yī duì de nánnǚ 一組みのカップル。
75 我爱你 wǒ ài nǐ あなたを愛しています。
76 我爱着你 wǒ ài zhe nǐ あなたを愛しています。
77 我只爱你 wǒ zhǐ ài nǐ あなただけを愛しています。
78 我从心眼里喜欢你 wǒ cóng xīnyǎn lǐ xǐhuan nǐ 私は心からあなたが好き。
79 迷恋着你 míliàn zhe nǐ あなたに夢中。
80 我爱上你了 wǒ ài shàng nǐ le 私はあなたを愛してしまった。私はあなたに惚れた。
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81 我恋上了你 wǒ liàn shàng le nǐ 私はあなたを恋してしまった。私はあなたに惚れた。
82 我看上了一个女孩子 wǒ kàn shàng le yī ge nǚháizi 私は一人の女の子を好きになってしまった。
83 我对你怀有恋慕之情 wǒ duì nǐ huái yǒu liànmù zhī qíng 私はあなたに恋してる。
84 我对你心怀恋慕之情 wǒ duì nǐ xīnhuái liànmù zhī qíng 私はあなたに恋してる。
85 我爱恋着你 wǒ àiliàn zhe nǐ 私はあなたに恋してる。
86 我对你的爱 wǒ duì nǐ de ài 私のあなたに対する愛。
87 我对你的爱永不变 wǒ duì nǐ de ài yǒng bù biàn 私のあなたへの愛は変わらない。
88 对她诉说爱情 duì tā sùshuō àiqíng 彼女に愛を告白する。
89 吐露爱情 tǔlù àiqíng 愛を告白する。
90 表白爱情 biǎobái àiqíng 愛を告白する。
91 表白爱意 biǎobái ài yì 愛を告白する。
92 你有对象吗? nǐ yǒu duìxiàng ma あなたは恋人がいますか。
93 有恋人吗? yǒu liànrén ma 恋人がいますか。
94 愿不愿意跟我谈恋爱? yuàn buyuànyì gēn wǒ tánliànài 私と付き合ってくれませんか。
95 你愿意当我女朋友吗? nǐ yuànyì dāng wǒ nǚpéngyǒu ma 私の彼女になってくれますか。
96 你愿意当我男朋友吗? nǐ yuànyì dāng wǒ nánpéngyǒu ma 私の彼氏になってくれますか。
97 我一直爱你 wǒ yīzhí ài nǐ あなたをずっと愛しています。
98 我喜欢你 wǒ xǐhuan nǐ 私はあなたが好き。
99 我发誓永远爱你 wǒ fāshì yǒngyuǎn ài nǐ 私は永遠の愛を誓います。
100 我会永远爱你 wǒ huì yǒngyuǎn ài nǐ 私はあなたを永遠に愛します。
101 发誓爱到永远 fāshì ài dào yǒngyuǎn 永遠の愛を誓う。
102 发誓永远相爱 fāshì yǒngyuǎn xiāng'ài 永遠の愛を誓う。
103 爱情誓约 àiqíng shìyuē 愛の誓い。
104 海誓山盟 hǎi shì shān méng 愛情の不変を誓う。
105 我发誓会给你一个美好未来 wǒ fāshì huì gěi nǐ yī ge měihǎo wèilái あなたを幸せにすることを誓います。
106 相信我 xiāngxìn wǒ 私を信じて。
107 我相信你 wǒ xiāngxìn nǐ あなたを信じています。
108 你有多爱我? nǐ yǒu duō ài wǒ 私のことどれくらい好き。
109 愿不愿意跟我结婚？ yuàn buyuànyì gēn wǒ jiéhūn 結婚してくれますか。
110 我愿意 wǒ yuànyì 喜んで。私の願うところです。
111 不愿意 bù yuànyì いやです。
112 他和她好上了 tā hé tā hǎo shàng le 彼と彼女はいい仲になった。
113 她正在谈恋爱 tā zhèngzài tán liàn'ài 彼女は恋愛中です。
114 他对她很有感情 tā duì tā hěn yǒu gǎnqíng 彼は彼女が⼤好きだ。
115 他好像喜欢她 tā hǎoxiàng xǐhuan tā 彼は彼女が好きなようだ。
116 对她的爱情淡薄了 duì tā de àiqíng dànbó le 彼女に対する愛が薄らいだ。
117 感情淡薄了 gǎnqíng dànbó le 愛が薄らいだ。
118 我被她甩了 wǒ bèi tā shuǎi le 私は彼女に振られた。
119 我把他甩了 wǒ bǎ tā shuǎi le 私は彼を振りました。
120 我甩了他 wǒ shuǎi le tā 私は彼を振りました。
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121 被恋人抛弃 bèi liànrén pāoqì 恋人に捨てられる。
122 他们俩是情人 tāmen liǎ shì qíngrén 彼ら二人は恋人どうしだ。
123 他有了情人 tā yǒu le qíngrén 彼は恋人ができた。
124 我和恋人分手了 wǒ hé liànrén fēnshǒu le 恋人と別れました。
125 我们分手吧 wǒmen fēnshǒu ba 私たち別れましょう。
126 没有结果的恋情 méiyǒu jiéguǒ de liànqíng 結ばれぬ恋。
127 拥抱 yōngbào 抱き合う。抱擁する。
128 相抱 xiāng bào 抱き合う。抱擁する。
129 搂 lǒu 抱く。抱き着く。
130 搂抱 lǒubào 抱きかかえる。
131 抱抱 bào bào ハグする。ハグして。
132 抱紧 bào jǐn 抱きしめる。
133 盯 dīng 見つめる。注視する。
134 钉 dīng 見つめる。くぎ。ついて離れない。催促する。
135 凝视 níngshì 見つめる。凝視する。
136 相视 xiāngshì 互いに相手を見る。
137 对望 duì wàng 互いに目をあわす。
138 相对 xiāngduì 向かい合っている。
139 接吻 jiēwěn キスする。
140 接了一个吻 jiē le yī ge wěn キスした。
141 亲嘴 qīnzuǐ キスする。
142 亲嘴儿 qīnzuǐr キスする。
143 亲了一下嘴 qīn le yīxià zuǐ キスした。
144 找对象 zhǎo duìxiàng 恋の相手を探す。
145 正在找对象 zhèngzài zhǎo duìxiàng 恋人募集中。
146 我想谈恋爱 wǒ xiǎng tán liàn'ài 恋がしたい。
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