
No 中国語 ピンイン 日本語

1 笑 xiào 笑う。
2 大笑 dàxiào 大笑い。
3 大笑起来 dà xiào qǐlái 大笑いが起こる。
4 哄堂大笑 hōngtáng dàxiào どっと笑う。
5 笑个不停 xiào gè bù tíng 笑いが止まらない。
6 笑声不绝 xiàoshēng bù jué 笑いが絶えない。
7 充满笑声 chōngmǎn xiàoshēng 笑いがあふれる。
8 忍住笑 rěn zhù xiào 笑いをこらえる。
9 强忍着笑 qiǎng rěn zhe xiào 笑いをかみ殺す。
10 很难忍住笑 hěn nán rěn zhù xiào 笑いをおさえるのに苦労する。
11 禁不住笑 jīnbuzhù xiào 笑わずにいられない。
12 笑出来 xiào chūlái おかしくして吹き出す。
13 笑得眼泪都出来 xiào de yǎnlèi dōu chūlái 涙が出るほど笑う。
14 捧腹大笑 pěngfù dàxiào 腹をかかえて笑う。
15 笑疼了肚子 xiào téng le dùzi 腹が痛くなるほど笑った。
16 嘲笑 cháoxiào あざ笑う。
17 耻笑 chǐxiào あざ笑う。
18 暗笑 ànxiào ほくそ笑む。あざ笑う。
19 冷笑 lěngxiào 冷笑する。
20 勉强笑 miǎnqiǎng xiào 作り笑い。
21 干笑 gānxiào 作り笑い。
22 苦笑 kǔxiào 苦笑い。
23 惨笑 cǎnxiào 苦笑い。
24 偷笑 tōu xiào クスクス笑う。
25 嗤笑 chīxiào あざ笑う。
26 奸笑 jiānxiào せせら笑う。
27 狞笑 níngxiào 恐ろしげに笑う。
28 傻笑 shǎxiào ばか笑い。
29 吃吃地笑 chī chī de xiào くすくす笑う。
30 粲然一笑 cànrán yī xiào ⻭を⾒せてにっこり笑う。
31 高兴地笑 gāoxìng de xiào うれしそうに笑う。
32 逗笑 dòuxiào 笑わせる。
33 引人发笑 yǐn rén fā xiào 笑いを誘う。
34 ⻅笑 jiànxiào 笑われる。
35 笑一笑 xiào yī xiào 笑って！
36 笑脸 xiàoliǎn 笑い顔。笑顔。
37 笑容 xiàoróng 笑顔。
38 笑颜 xiàoyán 笑顔。
39 满面笑容 mǎnmiàn xiàoróng 満面の笑み。
40 笑容不绝 xiàoróng bù jué 笑顔を絶やさない。
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41 笑嘻嘻 xiàoxīxī にこにこする。
42 笑眯眯 xiàomīmī 目をほそめにこにこする。
43 微笑 wēixiào ほほえみ。
44 莞尔一笑 wǎn'ěr yī xiào にっこり。
45 不觉莞尔 bù jué wǎn'ěr おもわずにっこりする。
46 哈哈 hāha ハハ。
47 嘿嘿 hēihēi ヘヘ。
48 呵呵 hēhē ホホ。
49 嘻嘻 xīxī フフ。
50 咯咯 gēgē くすくす。
51 嘎嘎 gāgā ゲラゲラ。ガーガー。ガタガタ。
52 嗤嗤 chīchī くすっ。ぷっ。
53 玩笑 wánxiào 冗談。ふざける。
54 开玩笑 kāi wánxiào 冗談を言う。からかう。
55 戏言 xìyán ふざけて言う。ふざけた言葉。
56 诙谐 huīxié ふざける。話が面白くて人を笑わせる。
57 幽默 yōumò ユーモア。
58 滑稽 huájī こっけい。
59 可笑 kěxiào おかしい。ばかばかしい。
60 好笑 hǎoxiào おかしい。笑わせる。
61 笑话 xiàohuà 笑い話。
62 笑点 xiàodiǎn 笑いのツボ。
63 单口相声 dān kǒu xiàngsheng 漫談。
64 相声 xiàngsheng 漫才。
65 对口相声 duì kǒu xiàngsheng 漫才。
66 搞笑小品 gǎoxiào xiǎopǐn コント。
67 喜剧小品 xǐjù xiǎopǐn コント。
68 搞笑场景 gǎoxiào chǎngjǐng お笑いシーン。
69 搞笑节目 gǎoxiào jiémù お笑い番組。
70 搞笑频道 gǎoxiào píndào お笑いチャンネル。
71 搞笑片 gǎoxiào piàn コメディー映画。面白動画。
72 搞笑视频 gǎoxiào shìpín 面白動画。
73 搞笑艺人 gǎoxiào yìrén お笑い芸人。
74 相声演员 xiàngsheng yǎnyuán 漫才師。
75 喜剧 xǐjù 喜劇。コメディ。
76 喜剧演员 xǐjù yǎnyuán コメディアン。喜劇役者。役としての三枚目。
77 搞笑演员 gǎoxiào yǎnyuán コメディアン。喜劇役者。役としての三枚目。
78 装傻角色 zhuāng shǎ juésè ボケ。バカの役割。
79 找碴角色 zhǎochá juésè ツッコミ。絡みの役割。
80 捧哏 pěnggén 中国漫才で頭が鈍い役の人。ボケ。
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81 逗哏 dòugén 中国漫才で捧哏の味を引き出す人。ツッコミ。
82 天然呆 tiānrán dāi 天然ボケ。
83 真搞笑 zhēn gǎoxiào ほんと面白い。
84 很好笑 hěn hǎoxiào とても面白い。
85 笑死我了 xiào sǐ wǒ le しぬほど面白い。
86 我大笑了 wǒ dà xiào le 私は大笑いしました。
87 你让我笑了 nǐ ràng wǒ xiào le あなた、私を笑わせる。
88 这个很搞笑 zhège hěn gǎoxiào これは笑える。
89 你会被人笑话的 nǐ huì bèi rén xiàohuà de 人に笑われるよ。
90 你会被人耻笑的 nǐ huì bèi rén chǐxiào de 人にあざけ笑われるよ。
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