
No 中国語 ピンイン 日本語

1 心 xīn 心。気持ち。心臓。
2 心地 xīndì 心根。気立て。心情。心境。
3 心肠 xīncháng 心根。心の状態。
4 心灵 xīnlíng 心。精神。利発だ。
5 心魄 xīnpò 心。精神。
6 心理 xīnlǐ 心理。感情。気持ち。
7 心里 xīnli 胸部の内部。胸中。心の中。
8 心气 xīnqì 考え。意思。気持ち。心。度量。
9 心气儿 xīnqìr 考え。意思。気持ち。心。度量。
10 诚心 chéngxīn 真心。誠意。誠実だ。心がこもっている。
11 诚恳 chéngkěn 誠意がある。心がこもっている。
12 诚诚恳恳 chéngchéngkěnkěn 誠意がある。心がこもっている。
13 恳切 kěnqiè 親切で細かな気配りがある。心がこもっている。
14 诚意 chéngyì 誠意。真心。
15 热忱 rèchén 熱意。心を込める。情熱的だ。
16 尽心 jìnxīn 心を尽くす。
17 精心 jīngxīn 心がこもっている。
18 倾心 qīngxīn 恋する。真心を尽くして〜する。
19 实心 shíxīn 誠実だ。心がこもった。中身がつまっている。
20 真情 zhēnqíng 真心。本心。実情。
21 真心 zhēnxīn 真心。本心。
22 心意 xīnyì 相手に対する心や気持ち。意味。意思。
23 丹心 dānxīn 忠誠心。真心。
24 赤心 chìxīn いつわりないありのままの心。真心。
25 实意 shíyì 本当の気持ち。真意。
26 心眼儿 xīnyǎnr 胸の内。内心。機知。お節介。度量。
27 心底 xīndǐ 心の奥底。心底。
28 心胸 xīnxiōng 胸の内。度量。志。抱負。
29 心窝儿 xīnwōr 心の中。胸の内。心臓の位置するところ。
30 心尖 xīnjiān 心の奥底。心底。心尖。最愛の人。子供。
31 心曲 xīnqū 心中。胸中。考え事。
32 心间 xīnjiān 心の中。胸の内。
33 心房 xīnfáng 心の中。胸の内。心房。
34 心田 xīntián 内心。胸の内。
35 心头 xīntóu 心の中。胸中。
36 心扉 xīnfēi 心。心の扉。
37 心声 xīnshēng 心の声。心の内に思うこと。
38 心音 xīnyīn 心音。心の声。
39 心弦 xīnxián 心の琴線(きんせん)。
40 内心 nèixīn 心の中。
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41 心中 xīnzhōng 胸中。心の中。
42 寸心 cùnxīn 心。心の中。寸志。
43 私心 sīxīn 内心。私心。
44 本心 běnxīn 本心。
45 本意 běnyì 本心。本来の意図。
46 心境 xīnjìng 心境。心地。
47 心情 xīngqíng 心情。気持ち。心の状態。
48 心态 xīntài 心理状態。心の動き。
49 心绪 xīnxù 揺れ動く心。揺れ動く気持ち。
50 心路 xīnlù 心づもり。心がけ。思惑。機知。度量。考え。心理が変化する過程。

51 心术 xīnshù 心がけ。了見。よからぬ思惑。魂胆。はかりごと。
52 心计 xīnjì 心づもり。腹づもり。計略。
53 心机 xīnjī 考え。はかりごと。
54 心思 xīnsi 考え。考え⽅。思考⼒。〜したい気持ち。〜する気持ち。
55 心窍 xīnqiào 心の働き。認識⼒や思考⼒。心眼。
56 心窍儿 xīnqiàor 心の働き。認識⼒や思考⼒。心眼。
57 良心 liángxīn 良心。
58 心肝 xīngān 良心。最愛の人。
59 慈心 cíxīn 慈悲の心。慈悲深い。
60 善心 shànxīn やさしい心。おもいやり。情け深い。
61 歹心 dǎixīn 悪い心。よこしまな心。
62 祸心 huòxīn 悪い考え。悪い心。
63 黑心 hēixīn 陰険で残忍な心。悪い心。
64 机心 jīxīn ずるい下心。
65 贼心 zéixīn よこしまな考え。悪だくみ。邪心。
66 邪心 xiéxīn 邪心。
67 邪念 xiéniàn 邪念。
68 ⺠心 mínxīn ⺠心。人心。
69 人心 rénxīn 人心。良心。
70 童心 tóngxīn 童心。
71 自尊心 zìzūnxīn 自尊心。プライド。
72 羞耻心 xiūchǐxīn 羞恥心。
73 嫉妒心 jídùxīn 嫉妬心。
74 复仇心 fùchóuxīn 復讐心。
75 上进心 shàngjìnxīn 向上心。
76 谢意 xièyì 感謝の気持ち。
77 谢忱 xièchén 感謝の気持ち。
78 感念 gǎnniàn 感謝の念。
79 野心 yěxīn 野心。
80 红心 hóngxīn 共産主義に対する忠誠心。トランプのハート。
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81 男子心 nánzǐxīn 男ごころ。
82 女人心 nǚrénxīn 女ごころ。
83 ⽗⺟心 fùmǔxīn 親ごころ。
84 齐心 qíxīn 心を一つにする。
85 同心 tóngxīn 心を一つにする。
86 一心 yīxīn 心が一つだ。ひたすらに。一心に。
87 心心相印 xīn xīn xiāng yìn 心と心が通じ合う。考えが一致している。
88 心心相通 xīn xīn xiāng tōng 心と心が通じ合う。考えが一致している。
89 一心一德 yī xīn yī dé 皆が心を一つにする。
90 同心同德 tóng xīn tóng dé 皆が心を一つにする。
91 衷心 zhōngxīn 心からの。
92 由衷 yóuzhōng 心から出る。
93 全心全意 quán xīn quán yì 心の底から。
94 我的心 wǒ de xīn 私の心。
95 我心中的故乡 wǒ xīnzhōng de gùxiāng 私の心の故郷。
96 这是我的小心意 zhè shì wǒ de xiǎo xīnyì これは私の心ばかりのものです。
97 这是我对您的一点心意 zhè shì wǒ duì nín de yīdiǎn xīnyì これは私からあなた様へのほんの心ばかりのものです。
98 这是我的一点小意思 zhè shì wǒ de yīdiǎn xiǎoyìsi これはほんの心ばかりのものです。
99 我的心被伤到了 wǒ de xīn bèi shāng dào le 私の心は傷ついた。
100 真心实意 zhēn xīn shí yì 誠心誠意。
101 真心诚意 zhēn xīn chéng yì 誠心誠意。
102 真心实意为客户着想 zhēnxīnshíyì wèi kèhù zhuóxiǎng 誠心誠意お客様のことを考える。
103 以赤心相待 yǐ chìxīn xiāng dài 真心をもってもてなす。
104 热忱接待 rèchén jiēdài 真心をこめて接待する。
105 诚恳感人 chéngkěn gǎnrén 真心がこもっていて感動的だ。
106 衷心感谢 zhōngxīn gǎnxiè 心から感謝する。
107 表示衷心的感谢 biăoshì zhōngxīn de gănxiè 心から感謝の意を表します。
108 衷心尊敬 zhōngxīn zūnjìng 心から尊敬する。
109 衷心佩服 zhōngxīn pèifú 心から敬服する。
110 甘心情愿 gānxīn qíngyuàn 心から望む。
111 满心愿意 mǎnxīn yuànyì 心から願う。
112 从内心里感到高兴 cóng nèixīn lǐ gǎndào gāoxìng 心からうれしく思う。
113 由衷高兴 yóuzhōng gāoxìng 心から喜ぶ。
114 深表同情 shēn biǎo tóngqíng 心から同情する。
115 衷心欢迎 zhōngxīn huānyíng 心から歓迎する。
116 热诚欢迎 rèchéng huānyíng 心から歓迎する。
117 由衷地谢罪 yóuzhōng de xièzuì 心から謝罪する。
118 心爱的人 xīn'ài de rén 心から愛する人。
119 我真心爱着你 wǒ zhēnxīn ài zhe nǐ 心からあなたを愛している。
120 我从心底爱着你 wǒ cóng xīndǐ ài zhe nǐ 心からあなたを愛している。
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121 衷心爱她 zhōngxīn ài tā 心から彼女を愛す。
122 真心话 zhēnxīnhuà 心からの言葉。
123 场面话和真心话 chǎngmiànhuà hé zhēnxīnhuà 建て前と本音。
124 我的本意 wǒ de běnyì 私の本意。
125 你是真心的吗? nǐ shì zhēnxīn de ma 本気で言ってますか。
126 我对你是真心的 wǒ duì nǐ shì zhēnxīn de 私はあなたに真心で接しています。
127 打开内心 dǎkāi nèixīn 心を開いて。
128 打开心门 dǎkāi xīn mén 心を開く。
129 关上心门 guānshàng xīn mén 心を閉じる。
130 心门上锁 xīn mén shàng suǒ 心に鍵をかける。
131 心不在焉 xīn bù zài yān 心ここにあらず。上の空。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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