
No 中国語 ピンイン 日本語

1 知 zhī 知る。わかる。
2 知道 zhīdào 知る。わかる。
3 知晓 zhīxiǎo 知る。わかる。
4 通晓 tōngxiǎo 精通する。よく知っている。
5 晓得 xiǎode 知っている。わかっている。
6 明白 míngbai 理解する。わかる。はっきりしている。物分かりが良い。
7 懂 dǒng 意味がわかる。理解する。
8 懂得 dǒngde 理解している。
9 听懂 tīngdǒng 聞いてわかる。聞いて理解できる。
10 看懂 kàndǒng 見てわかる。見て理解できる。
11 理解 lǐjiě 理解する。
12 了解 liǎojiě よく知る。調べる。
13 接头 jiētóu 事情をよく知っている。打ち合わせる。
14 清楚 qīngchu 理解する。はっきりしている。明晰だ。
15 认识 rènshi 見知っている。認識する。認識。
16 素不相识 sù bù xiāng shí いままで面識がない。
17 熟 shú よく知っている。習熟している。煮えてる。熟している。
18 熟悉 shúxī 十分に知っている。よく知っている。
19 熟识 shúshi よく見知っている。
20 熟习 shúxí 習熟する。
21 陌生 mòshēng よく知らない。見慣れない。
22 生疏 shēngshū 疎遠だ。親しみがない。うとい。腕がにぶる。
23 生僻 shēngpì ことばや文字、書籍について、よく知らない。
24 冷僻 lěngpì ことばや文字、書籍について、よく知らない。へんぴでもの寂しい。

25 你知道吗? nǐ zhīdào ma あなたは知っていますか。
26 你知不知道? nǐ zhī bu zhīdào あなた知っていますか。
27 这件事你晓得吗? zhè jiàn shì nǐ xiǎode ma このことをあなたは知っていますか。
28 知其事否? zhī qí shì fǒu そのことを知っていますか。
29 我知道 wǒ zhīdào 私は知っています。
30 我不知道 wǒ bù zhīdào 私は知らない。
31 实在不知道 shízài bù zhīdào ほんとうに知らない。
32 还不知道 hái bù zhīdào まだ知らない。まだわからない。
33 我也知道 wǒ yě zhīdào 私も知っている。
34 那我知道 nà wǒ zhīdào それは知っています。
35 这件事我知道 zhè jiàn shì wǒ zhīdào そのことは知っています。
36 我晓得这件事 wǒ xiǎode zhè jiàn shì 私はこの事を知っている。
37 这件事他不知道 zhè jiàn shì tā bù zhīdào このことを彼は知らない。
38 我知道一点 wǒ zhīdào yīdiǎn わたしは少しは知っている。
39 稍微知道一点 shāowéi zhīdào yīdiǎn 少し知っている。
40 我是知道一些些的 wǒ shì zhīdào yīxiē xiē de 私は少しは知っています。
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41 我知道一些 wǒ zhīdào yīxiē わたしはいくらかは知っている。
42 多少了解一些 duōshǎo liǎojiè yīxiē 少しは知っている。
43 有所了解 yǒusuǒ liǎojiě いくらか知っている。
44 我不知道详情 wǒ bù zhīdào xiángqíng 私はくわしい状況はわからない。
45 什么都不知道 shénme dōu bù zhīdào 何も知らない。
46 全不知道 quán bù zhīdào 一切知らない。
47 完全不知道 wánquán bù zhīdào 全く知らない。
48 根本不知道 gēnběn bù zhīdào まったく知らない。
49 一点都不知道 yīdiǎn dōu bù zhīdào ちっとも知らない。
50 一点也不知道 yīdiǎn yě bù zhīdào ちっとも知らない。
51 不甚了解 bù shèn liǎojiě あまりわかっていない。
52 这件事谁都不知道 zhè jiàn shì shéi dōu bù zhīdào このことは誰も知らない。
53 关于那个只知道一点 guānyú nàge zhǐ zhīdào yīdiǎn それについて少ししか知らない。
54 关于那个不怎么知道 guānyú nàge bù zěnme zhīdào それについてあまり知らない。
55 我已经知道了 wǒ yǐjīng zhīdào le 私はすでに知っています。
56 我早就知道了 wǒ zǎo jiù zhīdào le 私はとっくに知っていました。
57 当然知道 dāngrán zhīdào もちろん知ってる。
58 谁都知道 shéi dōu zhīdào 誰もが知っている。
59 谁也不知道 shéi yě bù zhīdào 誰も知らない。
60 别人都不知道 biérén dōu bù zhīdào ほかの人はみんな知らない。
61 大家都知道 dàjiā dōu zhīdào みんな知っている。
62 只要是日本人谁都知道 zhǐyào shì rìběnrén shéi dōu zhīdào 日本人なら誰でも知っている。
63 认识他吗? rènshì tā ma 彼を知っていますか。
64 那个人你认识吗? nàge rén nǐ rènshi ma あの人をあなたは知っていますか。
65 不认识 bù rènshi 見知らぬ。面識がなくて知らない。
66 我认识他 wǒ rènshi tā 私は彼を知っています。
67 这个人我很熟 zhège rén wǒ hěn shú この人を私はよく知っている。
68 你认识路吗? nǐ rènshi lù ma あなたは道を知っていますか。
69 我不认识路 wǒ bù rènshi lù 私は道を知らない。
70 路径不熟 lùjìng bù shú 道をよく知らない。
71 我不太熟 wǒ bù tài shú 私はあまりわからない。
72 我很熟悉 wǒ hěn shúxī 私はとてもよく知っています。
73 陌生人 mòshēng rén 見知らぬ人。
74 陌生的地方 mòshēng de dìfāng 知らない土地。
75 不懂礼貌 bù dǒng lǐmào マナーを知らない。
76 不知羞 bù zhī xiū 恥を知らない。
77 不知羞耻 bù zhī xiūchǐ 恥を知らない。
78 装不知道 zhuāng bù zhīdào 知らないふりをする。
79 假装不知道 jiǎzhuāng bù zhīdào 知らないふりをする。
80 装傻 zhuāngshǎ とぼける。知らないふりをする。

知ってる、知らない、わかりました、わからない   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 不会不知道 bù huì bù zhīdào 知らないはずがない。
82 你当我不知道? nǐ dāng wǒ bù zhīdào 私が知らないとでも思ってるの。
83 知道了 zhīdào le 承知しました。わかった。
84 明白了吗? míngbai le ma わかりましたか。
85 我的话你明白了吗? wǒ de huà nǐ míngbai le ma 私の話がわかりましたか。
86 你明白我的意思吗? nǐ míngbai wǒ de yìsi ma あなたは私の意図がわかりましたか。
87 你明白了吧 nǐ míngbai le ba わかりましたね。
88 明白了 míngbai le わかりました。
89 不明白 bù míngbai わからない。
90 我明白你的意思了 wǒ míngbai nǐ de yìsi le あなたの意図がわかりました。
91 我不明白你的意思 wǒ bù míngbai nǐ de yìsi あなたの意図がわかりません。
92 懂了吗? dǒng le ma わかりますか。理解しましたか。
93 懂了 dǒng le わかりました。理解しました。
94 不懂 bù dǒng わからない。理解できない。
95 我不懂你的意思 wǒ bù dǒng nǐ de yìsi 私はあなたの考えがわからない。
96 我一点也不懂 wǒ yīdiǎn yě bù dǒng 私には少しも理解できません。
97 你听懂了吗? nǐ tīng dǒng le ma 聴いて理解しましたか。
98 我听懂了 wǒ tīng dǒng le 聴いて理解しました。
99 我没听懂 wǒ méi tīng dǒng 聴いて理解していません。
100 听不懂 tīng bù dǒng 聞いて理解できません。
101 你听得懂了吗? nǐ tīng de dǒng le ma 聴いて理解できましたか。
102 你能听懂了吗? nǐ néng tīng dǒng le ma 聴いて理解できましたか。
103 我的中文你听得懂吗? wǒ de zhōngwén nǐ tīng de dǒng ma わたしの中国語をあなたは聞いてわかりますか。
104 我听得懂了 wǒ tīng de dǒng le 聴いて理解できました。
105 我能听懂了 wǒ néng tīng dǒng le 聴いて理解できました。
106 我没能听懂 wǒ méi néng tīng dǒng 聴いて理解できません。
107 看得懂 kàn de dǒng 見てわかる。見て理解できる。
108 看不懂 kàn bu dǒng 見てもわからない。
109 不要不懂装懂 bùyào bù dǒng zhuāng dǒng 知ったかぶりはするな。
110 闻一知十 wén yī zhī shí 一を聞いて十を知る。
111 眼不⻅心不烦 yǎn bù jiàn xīn bù fán 知らぬが仏。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

知ってる、知らない、わかりました、わからない   3/3

3


