
No 中国語 ピンイン 日本語

1 习惯 xíguàn 習慣となる。慣れる。習慣。ならわし。
2 惯 guàn 慣れる。習慣になる。子を甘やかしわがままにさせる。
3 惯常 guàncháng 慣れてる。習慣になっている。いつも。しょっちゅう。ふだん。

4 习惯于 xíguàn yú 〜に慣れている。よく〜する。
5 惯于 guànyú 〜に慣れている。よく〜する。
6 用惯 yòngguàn 使い慣れる。
7 适应 shìyìng 適応する。
8 适应性 shìyìngxìng 適応性。
9 熟练 shúliàn 熟練している。
10 纯熟 chúnshú 熟練した。熟達した。
11 娴熟 xiánshú 技術が熟練している。
12 生疏 shēngshū うとい。慣れてない。腕が鈍っている。親しみがない。
13 熟悉 shúxī 十分に知り尽くしている。よく知っている。
14 熟悉熟悉 shúxī shúxī 十分に知り尽くしている。よく知っている。
15 陌生 mòshēng 良く知らない。見慣れない。
16 老手 lǎoshǒu 経験を積んだ人。ベテラン。
17 老手儿 lǎoshǒur 経験を積んだ人。ベテラン。
18 新手 xīnshǒu 初心者。
19 熟练工 shúliàngōng 熟練工。
20 熟练工人 shúliàn gōngrén 熟練工。
21 熟练的人 shúliàn de rén 熟練者。
22 专家 zhuānjiā 専門家。
23 行家 hángjia くろうと。プロフェッショナル。通だ。
24 里手 lǐshǒu くろうと。専門家。運転している機械の左側。
25 内行 nèiháng その道に精通している。玄人。
26 外行 wàiháng 素人。素人だ。経験がない。
27 外行人 wàihángrén 素人。
28 外行话 wàihánghuà 素人くさい話。
29 门外汉 ménwàihàn 門外漢。素人。
30 习惯了吗? xíguàn le ma 慣れましたか。
31 你习惯了吗? nǐ xíguàn le ma あなたは慣れましたか。
32 已经习惯了吗? yǐjīng xíguàn le ma もう慣れましたか。
33 你已经习惯了吗? nǐ yǐjīng xíguàn le ma あなたはもう慣れましたか。
34 你习惯这了吗? nǐ xíguàn zhè le ma ここに慣れましたか。
35 你对这儿的生活习惯了吗? nǐ duì zhèr de shēnghuó xíguàn le ma ここの生活に慣れましたか。
36 你已经习惯日本了吗? nǐ yǐjīng xíguàn rìběnle ma 日本に慣れましたか。
37 习惯在日本的生活了吗? xíguàn zài rìběn de shēnghuó le ma 日本の生活に慣れましたか。
38 你习惯新的工作了吗? nǐ xíguàn xīn de gōngzuò le ma 新しい仕事に慣れましたか。
39 习惯了 xíguàn le 慣れた。
40 渐渐习惯了 jiànjiàn xíguàn le だんだん慣れてきた。

慣れ   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 正在慢慢适应 zhèngzài mànmàn shìyìng 少しずつ慣れている。
42 我已经习惯了 wǒ yǐjīng xíguàn le 私はもう慣れた。
43 渐渐习惯了这里的生活 jiànjiàn xíguàn le zhèlǐ de shēnghuó ここの生活に慣れてきました。 
44 我已经习惯了这里的生活 wǒ yǐjīng xíguàn le zhèlǐ de shēnghuó 私はここの生活にもう慣れました。
45 不习惯 bù xíguàn 慣れない。不慣れ。
46 还有些不习惯 hái yǒuxiē bù xíguàn まだ少し慣れない。
47 有点不习惯 yǒudiǎn bù xíguàn ちょっとなじまない。
48 我不习惯 wǒ bù xíguàn 私は慣れない。私の性には合わない。
49 不习惯这里的生活 bù xíguàn zhèlǐ de shēnghuó ここの生活に慣れない。
50 我不习惯用那个 wǒ bù xíguàn yòng nàge 私はそれを使うことに慣れていない。
51 慢慢儿就习惯 mànmànr jiù xíguàn そのうち慣れます。
52 干惯了 gàn guàn le やり慣れた。
53 干不惯的工作 gàn bù guàn de gōngzuò 慣れない仕事。
54 住惯了 zhù guàn le 住み慣れた。
55 住不惯 zhù bù guàn 住み慣れない
56 用惯了的圆珠笔 yòngguàn le de yuánzhūbǐ 使い慣れたボールペン。
57 毛笔我用不惯 máobǐ wǒ yòng bù guàn 毛筆は私は使い慣れていない。
58 我吃惯了日本菜 wǒ chī guàn le rìběncài 私は日本料理を食べ慣れている。
59 日本的饭菜我吃不惯 rìběn de fàncài wǒ chī bù guàn 日本の食事は口に合わない。
60 中国饭菜我吃得惯了 zhōngguó fàncài wǒ chī de guàn le 中国の食事は口に合うようになった。
61 惯常的方法 guàncháng de fāngfǎ 慣れた方法。
62 惯于旅行 guànyú lǚxíng 旅慣れる。
63 不习惯于思维 bù xíguàn yú sīwéi 深く考えることに慣れていない。
64 适应环境 shìyìng huánjìng 環境に適応する。
65 习惯了就没什么了 xíguàn le jiù méi shénme le 慣れるとどうということない。
66 习惯是可怕的 xíguàn shì kěpà de 慣れは怖い。
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