
No 中国語 ピンイン 日本語

1 有意思 yǒu yìsi おもしろい。気がある。
2 没意思 méi yìsi おもしろくない。意味がない。
3 没有意思 méiyǒu yìsi おもしろくない。意味がない。
4 有趣 yǒuqù おもしろい。興味がわく。
5 有趣儿 yǒuqùr おもしろい。興味がわく。
6 没趣 méiqù おもしろくない。体裁が悪い。恥。
7 没趣儿 méiqùr おもしろくない。体裁が悪い。恥。
8 没有趣 méiyǒu qù おもしろくない。
9 趣味 qùwèi おもしろみ。おもむき。
10 ⻛趣 fēngqù ユーモアに富んでいる。ユーモア。
11 没⻛趣 méi fēngqù おもしろみや味わいが欠ける。
12 无味 wúwèi おもしろみがない。味気ない。味がない。まずい。
13 乏味 fáwèi おもしろみがない。味気ない。
14 带劲 dàijìn わくわくする。興味を引く。力がみなぎっている。
15 幽默 yōumò ユーモアがある。面白い。
16 诙谐 huīxié ユーモラスだ。
17 滑稽 huájī こっけいだ。ひょうきんだ。
18 可笑 kěxiào 面白おかしい。こっけいで笑える。ばかげている。
19 好笑 hǎoxiào おかしい。笑わせる。
20 愉快 yúkuài 愉快だ。楽しい。
21 痛快 tòngkuài 痛快だ。さわやかだ。きっぱりしている。素直だ。
22 畅快 chàngkuài 気分が晴れやかだ。のびのびした。
23 畅畅快快 chàngchàngkuàikuài 気分が晴れやかだ。のびのびした。
24 开心 kāixīn 愉快だ。楽しい。気晴らしする。からかう。
25 不开心 bù kāixīn おもしろくない。不機嫌だ。
26 高兴 gāoxìng 愉快になる。うれしがる。うれしい。愉快に〜する。
27 高高兴兴 gāogaoxìngxìng 愉快に〜する。
28 不高兴 bù gāoxìng おもしろくない。
29 乐 lè 楽しい。うれしい。愉快な。楽しみ。好む。笑う。
30 乐儿 lèr 楽しみ。物笑いの種。笑いもの。
31 乐子 lèzi 楽しみ。物笑いの種。笑いもの。
32 乐事 lèshì 楽しいこと。
33 取乐 qǔlè 楽しむ。遊ぶ。
34 取乐儿 qǔlèr 楽しむ。遊ぶ。
35 欢乐 huānlè 愉快な気分だ。楽しい。
36 欢欢乐乐 huānhuanlèlè 愉快な気分だ。楽しい。
37 快乐 kuàilè 幸福感、満足感があり、楽しい。うれしい。
38 快活 kuàihuo 楽しい。快活だ。
39 快快活活 kuàikuaihuōhuō 楽しい。快活だ。
40 好玩 hǎowán おもしろい。楽しい。
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41 好玩儿 hǎowánr おもしろい。楽しい。
42 搞笑 gǎoxiào 笑わせる。楽しませる。
43 大快人心 dà kuài rénxīn 人の心を喜ばせる。皆の気持ちをすっきりさせる。
44 人心大快 rénxīn dà kuài 人の心を喜ばせる。皆の気持ちをすっきりさせる。
45 兴奋 xīngfèn 興奮している。
46 激动 jīdòng 感動する。興奮する。感動させる。感動している。
47 有意思吗? yǒu yìsi ma 面白いですか。
48 有趣吗? yǒuqù ma 面白いですか。
49 开心吗? kāixīn ma 楽しいですか。
50 你现在开心吗? nǐ xiànzài kāixīn ma 今楽しんでいますか。
51 很有意思 hěn yǒu yìsi おもしろいです。
52 那很有意思 nà hěn yǒu yìsi それはおもしろい。
53 很有趣 hěn yǒuqù おもしろいです。
54 很有趣味 hěn yǒu qùwèi おもしろいです。
55 好像很有意思 hǎoxiàng hěn yǒu yìsi おもしろそう。
56 真有意思 zhēn yǒu yìsi ほんとおもしろい。
57 真有趣 zhēn yǒuqù ほんとおもしろい。
58 非常有意思 fēicháng yǒu yìsi とてもおもしろい。
59 非常有趣 fēicháng yǒuqù とてもおもしろい。
60 太有意思了 tài yǒu yìsi le とてもおもしろかった。
61 有意思极了 yǒu yìsi jí le きわめておもしろい。実におもしろい。
62 最有意思 zuì yǒu yìsi 最高におもしろい。
63 越来越有意思了 yuè lái yuè yǒu yìsi le おもしろくなってきた。
64 这个电影很有意思 zhège diànyǐng hěn yǒu yìsi この映画は面白い。
65 这个电影很有趣 zhège diànyǐng hěn yǒuqù この映画は面白い。
66 有趣的电影 yǒuqù de diànyǐng 面白い映画。
67 那个电影可有意思了 nàge diànyǐng kě yǒu yìsi le あの映画はすごく面白い。
68 那部电影没有意思 nà bù diànyǐng méiyǒu yìsi あの映画は面白くない。
69 不怎么有趣 bù zěnme yǒuqù さほど面白くない。
70 真没趣 zhēn méiqù 実にくだらん。
71 他的想法有意思 tā de xiǎngfǎ yǒu yìsi 彼の考え方はおもしろい。
72 他是个有趣的人 tā shì ge yǒuqù de rén 彼はおもしろい人だ。
73 他是一个很有趣味的人 tā shì yī ge hěn yǒu qùwèi de rén 彼はおもしろい人だ。
74 你这个人很有意思 nǐ zhège rén hěn yǒu yìsi あなたはおもしろい人だ。
75 这个很好玩 zhège hěn hǎowán これは楽しい。
76 这游戏真好玩 zhè yóuxì zhēn hǎowán このゲームはほんと面白い。
77 搞笑的狗狗 gǎoxiào de gǒugǒu 笑わせる犬。おもしろい犬。
78 养猫好玩吗? yǎng māo hǎowán ma 猫を飼うのは楽しいですか。
79 好玩儿的地方 hǎowánr de dìfāng 遊べるところ。おもしろいところ。
80 很可笑 hěn kěxiào 面白おかしい。
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81 真可笑 zhēn kěxiào ほんと面白おかしい。
82 滑稽可笑 huájī kěxiào 面白おかしい。
83 可笑得不得了 kěxiào de bùdéliǎo おかしくてたまらない。
84 有什么可笑的? yǒu shénme kěxiào de 何がおかしい。
85 有什么好笑的? yǒu shénme hǎoxiào de 何がおかしい。
86 有什么那么可笑的? yǒu shénme nàme kěxiào de 何がそんなにおかしいんですか。
87 这没有什么可笑的 zhè méiyǒu shénme kěxiào de 笑い事ではない。
88 很开心 hěn kāixīn 楽しいです。
89 真开心 zhēn kāixīn ほんと楽しい。
90 十分开心 shífēn kāixīn とても楽しい。
91 感到很愉快 gǎndào hěn yúkuài 楽しいと感じる。
92 极其快乐 jíqí kuàilè きわめて楽しい。
93 超级开心 chāojí kāixīn めっちゃ楽しい。
94 生活是愉快的 shēnghuó shì yúkuài de 生活は楽しい。
95 工作很愉快 gōngzuò hěn yúkuài 仕事は楽しい。
96 工作很有趣 gōngzuò hěn yǒuqù 仕事は楽しい。
97 欢乐的气氛 huānlè de qìfēn 楽しい雰囲気。
98 欢快的气氛 huānkuài de qìfēn 楽しい雰囲気。
99 心情愉快 xīnqíng yúkuài 楽しい気分。
100 愉快的回忆 yúkuài de huíyì 楽しい思い出。
101 快乐的回忆 kuàilè de huíyì 楽しい思い出。
102 愉快的活动 yúkuài de huódòng 楽しい行事。
103 快乐的旅行 kuàilè de lǚxíng 楽しい旅行。
104 快乐的梦 kuàilè de mèng 楽しい夢。
105 快乐的家庭 kuàilè de jiātíng 楽しい家庭。
106 我的乐趣 wǒ de lèqù 私の楽しみ。
107 人生的乐趣 rénshēng de lèqù 人生の楽しみ。
108 小乐趣 xiǎo lèqù 小さな楽しみ。
109 小小乐趣 xiǎoxiǎo lèqù ひそやかな楽しみ。
110 最大的乐趣 zuìdà de lèqù 最大の楽しみ。なによりの楽しみ。
111 度过愉快的时间 dùguò yúkuài de shíjiān 楽しい時間を過ごす。
112 度过愉快的时刻 dùguò yúkuài de shíkè 楽しいひとときを過ごす。
113 过愉快的周末 guò yúkuài de zhōumò 楽しい週末を過ごす。
114 高兴劲 gāoxìng jìn 楽し気なさま。ご機嫌な様子。
115 愉快的神情 yúkuài de shénqíng 楽し気な表情。
116 快乐的微笑 kuàilè de wéixiào 楽し気なほほえみ。
117 愉快地笑了 yúkuài de xiào le 楽し気に笑った。
118 高兴地笑了 gāoxìng de xiào le うれしそうに笑った。
119 很高兴 hěn gāoxìng うれしいです。
120 真高兴 zhēn gāoxìng ほんとうれしい。
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121 十分高兴 shífèn gāoxìng とてもうれしい。
122 太高兴了 tài gāoxìng le とってもうれしいな。
123 高兴死了 gāoxìng sǐ le 死ぬほどうれしい。
124 他看起来很高兴 tā kàn qilai hěn gāoxìng 彼はうれしそうだ。
125 今天太高兴了 jīntiān tài gāoxìng le 今日はとっても楽しかった。
126 真兴奋 zhēn xīngfèn わくわくする。興奮する。
127 真有点儿激动 zhēn yǒudiǎnr jīdòng わくわくする。興奮する。
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