
No 中国語 ピンイン 日本語

1 脸 liǎn 顔。ものの前面。メンツ。顔つき。表情。
2 脸儿 liǎnr ものの前面。顔つき。表情。
3 脸庞 liǎnpáng 顔立ち。
4 脸盘儿 liǎnpánr 顔のりんかく。顔立ち。
5 脸形 liǎnxíng 顔かたち。
6 脸型 liǎnxíng 顔かたち。
7 面孔 miànkǒng 顔。顔つき。
8 脸孔 liǎnkǒng 顔。顔つき。
9 面貌 miànmào 顔かたち。物事の様相。
10 面容 miànróng 顔かたち。顔つき。
11 容貌 róngmào 容貌(ようぼう)。
12 ⻓相 zhǎngxiàng 顔立ち。
13 相貌 xiàngmào 顔立ち。
14 容颜 róngyán 端正(たんせい)な容貌(ようぼう)。顔立ち。
15 嘴脸 zuǐliǎn 面構(つらがま)え。顔つき。
16 五官 wǔguān 目鼻立ち。耳・目・鼻・唇・舌の五つの器官。
17 表情 biǎoqíng 考えや感情を態度であらわす。表情。顔つき。
18 神情 shénqíng 表情。顔色。
19 神色 shénsè 表情。態度。
20 脸色 liǎnsè 顔の色。血色。顔の表情。
21 气色 qìsè 血色。顔色。
22 面色 miànsè 顔色。
23 神采 shéncǎi 顔の表情や色つや。
24 神彩 shéncǎi 顔の表情や色つや。
25 挂相 guàxiàng 顔色を変える。表情に出す。
26 目光 mùguāng 目つき。視線。まなざし。目の表情。
27 眼光 yǎnguāng 目つき。視線。まなざし。見る目。眼力。観点。視点。
28 眼神 yǎnshén 目つき。目の表情。視力。
29 眼色 yǎnsè 目の色。人の顔色。目くばせ。機を見て行動する能力。
30 贼眼 zéiyǎn きょろきょろした目つき。
31 视线 shìxiàn 視線。
32 笑脸 xiàoliǎn 笑顔。笑った顔。
33 笑脸儿 xiàoliǎnr 笑顔。笑った顔。
34 笑容 xiàoróng 笑顔。笑った顔。
35 小脸 xiǎoliǎn 小さな顔。幼い子供の顔。
36 哭的表情 kū de biǎoqíng 泣き顔。
37 哭过的表情 kū guò de biǎoqíng 泣いた顔。
38 哭过的脸 kū guò de liǎn 泣いた顔。
39 露出吃惊的表情 lùchū chījīng de biǎoqíng おどろいた表情になる。
40 圆脸 yuánliǎn 丸顔。
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41 团团脸 tuántuán liǎn 丸顔。
42 团圆脸 tuányuánliǎn 丸顔。
43 四方脸 sìfāngliǎn 四角い顔。
44 方脸 fāngliǎn 角ばった顔。面⻑(おもなが)。
45 ⻓脸 chángliǎn 面⻑(おもなが)。
46 鸭蛋圆儿脸 yādànyuánr liǎn 面⻑(おもなが)。
47 赤红脸 chìhóngliǎn 赤ら顔。
48 可怕的神色 kěpà de shénsè 強面(こわもて)。
49 五官端正 wǔuān duānzhèng 顔立ちが整っている。
50 端庄的相貌 duānzhuāng de xiàngmào 端正な顔立ち。
51 ⻓相好 zhǎngxiàng hǎo 顔立ちがよい。ハンサム。美人。
52 面目可憎 miànmù kězēng 顔つきが憎たらしい。
53 愉快的神情 yúkuài de shénqíng 楽し気な表情。
54 表情暖和 biǎoqíng huǎnhé 表情が和らぐ。
55 表情丰富 biǎoqíng fēngfù 表情が豊か。
56 没有表情 méiyǒu biǎoqíng 無表情。ポーカーフェイス。
57 无表情的脸 wú biǎoqíng de liǎn 無表情の顔。ポーカーフェイス。
58 冷静表情 lěngjìng biǎoqíng 冷静な表情。静かな表情。ポーカーフェイス。
59 表情不自然 biǎoqíng bù zìrán 表情が不自然。表情が硬い。
60 把脸一变 bǎ liǎn yī biàn 顔色が変わる。
61 变脸色 biàn liǎnsè 顔色を変える。
62 翻脸 fānliǎn がらりと態度を変える。
63 脸色不佳 liǎnsè bù jiā 顔色がさえない。
64 脸色苍白 liǎnsè cāngbái 顔色が⻘い。
65 气色好 qìsè hǎo 顔色がよい。
66 气色不好 qìsè bù hǎo 顔色が悪い。
67 看脸色 kàn liǎnsè 顔色をうかがう。
68 眼光锐利 yǎnguāng ruìlì 目つきが鋭(するど)い。
69 目光刺人 mùguāng cì rén 目つきが鋭(するど)い。
70 目光凶恶 mùguāng xiōng'è 目つきが悪い。
71 讨厌的眼神 tǎoyàn de yǎnshén 嫌な目つき。
72 冷冷的目光 lěng lěng de mùguāng 冷たい目つき。
73 轻蔑的眼光 qīngmiè de yǎnguāng 軽蔑のまなざし。
74 转移视线 zhuǎnyí shìxiàn 視線をうつす。視線をそらす。
75 移开视线 yí kāi shìxiàn 視線をうつす。視線をそらす。
76 比开视线 bǐ kāi shìxiàn 視線をさける。
77 和她视线碰到一起 hé tā shìxiàn pèng dào yīqǐ 彼女と視線があう。
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