
No 中国語 ピンイン 日本語

1 癖 pǐ くせ。偏愛。性癖。
2 癖性 pǐxìng くせ。好み。
3 毛病 máobing 欠点。悪いくせ。きず。故障。
4 恶癖 èpǐ 悪いくせ。
5 恶习 èxí 悪い習慣。悪いくせ。
6 习气 xíqì 悪い習慣。悪いくせ。
7 陋习 lòuxí 悪い習慣。
8 癖好 pǐhào 夢中になる趣味。特別な好み。
9 嗜好 shìhào 嗜好(しこう)。道楽。やみつき。
10 怪僻 guàipǐ 変わった好み。妙なくせ。
11 脾气 píqi 気性。性格。かんしゃく。
12 脾性 píxìng 性格。習性。
13 故态 gùtài 昔の様子や態度。旧態。
14 习惯 xíguàn 習慣。ならわし。慣れる。習慣となる。
15 习性 xíxìng 習性。
16 日课 rìkè 日課。
17 每天的习惯 měitiān de xíguàn 毎日の習慣。日課。
18 每天的活动 měitiān de huódòng 毎日の活動。日課。
19 每天必做的事 měitiān bì zuò de shì 毎日必ずする事。日課。
20 功课 gōngkè 宿題。勉強。学業。授業。するべき事。
21 惯例 guànlì 慣例。しきたり。
22 老规矩 lǎoguīju しきたり。いつものルール。
23 旧习 jiùxí 古いしきたりや風俗。
24 习俗 xísú 風俗習慣。習俗。
25 ⻛俗 fēngsú ならわし。しきたり。
26 ⻛习 fēngxí 俗習。
27 世⻛ shìfēng 社会の風潮。世のならわし。
28 世俗 shìsú 世俗。世のならわし。宗教的でないもの。
29 流俗 liúsú 俗世間の風俗習慣。
30 ⻛气 fēngqì 社会の習慣や好み。
31 ⻛尚 fēngshàng 風潮。流行。
32 习尚 xíshàng 風習。
33 成例 chénglì 前例。既存の方法。
34 成规 chéngguī 従来の決まりや方法。習慣。
35 照例 zhàolì 例によって。慣例どおり。
36 违例 wéilì 習慣やしきたりに背く。反則する。
37 上瘾 shàngyǐn 凝る。病みつきになる。くせになる。
38 有瘾 yǒu yǐn 中毒になってる。悪い癖になっている。
39 成性 chéngxìng よくない行為が習慣になる。くせになる。
40 成癖 chéngpǐ くせになる。
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41 成为习惯 chéngwéi xíguàn 習慣になる。くせになる。
42 特征 tèzhēng 特徴。
43 特点 tèdiǎn 特徴。特色。
44 特型 tèxìng 特性。
45 缺点 quēdiǎn 欠点。
46 优点 yōudiǎn ⻑所。優れている点。
47 短处 duǎnchu 短所。欠点。
48 ⻓处 chángchu ⻑所。優れた点。
49 自来卷儿 zìláijuǎnr ナチュラルウェーブ。くせ毛。
50 卷发 juǎnfà 巻き毛。
51 鬈发 quánfà 巻き毛。縮れ毛。
52 波形 bōxíng なみがた。
53 波浪形 bōlàng xíng なみがた。
54 怪 guài 奇妙だ。普通でない。とても。とがめる。
55 坏毛病 huài máobìng 悪い癖。
56 老毛病 lǎomáobìng いつもの癖。昔からの悪いくせ。持病。
57 老病 lǎobìng 持病。老いて病気がちになる。
58 老病儿 lǎobìngr 持病。
59 坏习惯 huài xíguàn 悪い習慣。
60 坏⻛气 huài fēngqì 悪い習慣。
61 不好的习惯 bù hǎo de xíguàn よくない習慣。
62 好习惯 hǎo xíguàn 良い習慣。
63 良好的习惯 liánghǎo de xíguàn 良い習慣。
64 旧习俗 jiù xísú 今では弊害になっている風習。
65 怪脾气 guài píqì おかしな癖。変な性格。
66 老脾气 lǎo píqì いつもの癖。あいもかわらぬ気性。
67 酒癖 jiǔpǐ 酒癖。アルコール中毒。
68 酒疯 jiǔfēng 悪い酒癖。酒乱。
69 酒品 jiǔpǐn 酒を飲むときの品格。
70 酒品不好 jiǔpǐn bù hǎo 酒癖が悪い。
71 喝完酒后脾气暴躁 hē wán jiǔ hòu píqì bàozào 飲んだあと気が荒い。
72 酒瘾 jiǔyǐn アルコール依存症。
73 烟瘾 yānyǐn タバコ中毒。
74 毒瘾 dúyǐn 薬物中毒。
75 赌瘾 dǔyǐn ギャンブル中毒。
76 网瘾 wǎngyǐn ネット依存症。
77 爱女人癖 àinǚrénpǐ おんなぐせ。女好き。
78 偷鸡摸狗的恶习 tōujīmōgǒu de èxí おんなぐせ。浮気ぐせ。
79 女装癖 nǚzhuāngpǐ 女装癖。
80 性癖 xìngpǐ 性癖。
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81 变态的性癖 biàntài de xìngpǐ アブノーマルな性癖。
82 洁癖 jiépǐ 潔癖症。きれい好き。
83 浪费的毛病 làngfèi de máobing 浪費ぐせ。
84 浪费的习惯 làngfèi de xíguàn 浪費の習慣。
85 拖延的毛病 tuōyán de máobing ずるずる引き延ばす癖。
86 有特点的人物 yǒu tèdiǎn de rénwù 癖のある人物。
87 有怪脾气的人 yǒu guài píqì de rén 癖のある人。
88 懒惰成性 lǎnduò chéngxìng 怠け癖がつく。
89 偷摸成性 tōumō chéngxìng 盗みの癖がある。
90 有偷盗的毛病 yǒu tōudào de máobing 盗みの癖がある。
91 咬指甲的毛病 yǎo zhǐjia de máobing 爪をかむくせ。
92 字写得很怪 zì xiě de hěn guài 癖のある字。
93 口头语 kǒutóuyǔ 口ぐせ。
94 口头禅 kǒutóuchán 口ぐせ。口先だけのことば。
95 刁难 diāonàn いやがらせ。難くせ。
96 睡乱的头发 shuì luàn de tóufa 寝癖がついた髪の毛。
97 头发睡乱了 tóufa shuì luàn le 髪の毛に寝癖がついた。
98 饭前洗手的习惯 fàn qián xǐshǒu de xíguàn 食前に手を洗う習慣。
99 写日记的习惯 xiě rìjì de xíguàn 日記をつける習慣。
100 早睡早起的习惯 zǎoshuìzǎoqǐ de xíguàn 早寝早起きの習慣。
101 学习习惯 xuéxí xíguàn 勉強の習慣。
102 劳动习惯 láodòng xíguàn はたらく習慣。
103 日本独特的习惯 rìběn dútè de xíguàn 日本独特の習慣。
104 当地的习俗 dāngdì de xísú 地元の習慣。
105 ⻓期养成的习惯 chángqí yǎng chéng de xíguàn ⻑い期間で⾝につけた習慣。
106 新习惯 xīn xíguàn 新しい習慣。
107 散步是我每日的功课 sànbù shì wǒ měi rì de gōngkè 散歩は私の日課です。
108 老毛病有犯了 lǎo máobìng yǒu fàn le いつもの癖がまた出た。
109 成了坏毛病 chéng le huài máobing 悪い癖がつく。
110 染上坏习惯 rǎn shàng huài xíguàn 悪い癖がつく。
111 纠正恶习 jiūzhèng èxí 悪い癖を直す。
112 改毛病 gǎi máobing 悪い癖を直す。
113 矫正坏毛病 jiǎozhèng huài máobing 悪い癖を直す。
114 改掉坏毛病 gǎidiào huàimáobing 悪い癖を直す。
115 改不掉坏毛病 gǎibudiào huà imáobing 悪い癖が抜けない。
116 戒掉坏习惯 jiè diào huài xíguàn 悪い癖がなおる。
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