
No 中国語 ピンイン 日本語

1 心 xīn 心。気持ち。心臓。
2 心情 xīnqíng 心情。気持ち。心の状態。
3 心绪 xīnxù 揺れ動く気持ち。
4 心怀 xīnhuái 気持ち。思い。好ましくないことを心に抱く。
5 心地 xīndì 心情。心境。心根。気だて。
6 心肠 xīncháng 心の状態。心根。興味。
7 心境 xīnjìng 心境。心地。
8 心静 xīnjìng 気持ちが落ち着いている。心おだやかだ。
9 心里 xīnli 胸中。心の中。
10 心理 xīnlǐ 心理。感情。気持ち。
11 心态 xīntài 心理状態。心の動き。
12 心胸 xīnxiōng 志(こころざし)。抱負。度量。
13 胸怀 xiōnghuái 度量。気持ち。胸に抱く。胸。
14 胸襟 xiōngjīn 心の中。度量。抱負。志。衣服の胸元。
15 襟怀 jīnhuái 心の中。胸のうち。
16 情绪 qíngxù 気持ち。気分。意欲。不愉快な感情。
17 感情 gǎngqíng 感情。愛着。好感。
18 气氛 qìfēn 雰囲気。場の気分。
19 空气 kōngqì 気分。雰囲気。空気。
20 心神 xīnshén 精神状態。知力と精力。
21 精神 jīngshén こころ。精神。文章や理論の趣旨。
22 精神 jīngshen 元気。活力。元気だ。はつらつとしている。
23 心情好 xīnqíng hǎo 気持ちがよい。
24 心情不好 xīnqíng bù hǎo いい気持ちではない。
25 愉快的心情 yúkuài de xīnqíng 楽しい気持ち。
26 悲伤的心情 bēishāng de xīnqíng 悲しい気持ち。
27 心情舒畅 xīnqíng shūchàng 気持ちがのびのびする。
28 心情阴郁 xīnqíng yīnyù 陰鬱(いんうつ)な気分。
29 复杂的心绪 fùzá de xīnxù 複雑な気持ち。
30 心绪杂乱 xīnxù záluàn 心をかき乱される。
31 心怀宽大 xīnhuái kuāndà 心が広い。
32 心怀不安 xīnhuái bù'ān 不安の念を抱く。
33 心地善良 xīndì shànliáng 心根が良い。
34 心地不良 xīndì bùliáng 意地が悪い。
35 心地清白 xīndì qīngbái 心に澄んでいる。
36 心肠好 xīncháng hǎo 心根がよい。
37 心肠坏 xīncháng huài 心根がよくない。
38 心肠软 xīncháng ruǎn 情にもろい。
39 心肠硬 xīncháng yìng 心が冷たい。
40 慈善心肠 císhàn xīncháng 慈悲深い心。
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41 复杂的心境 fùzá de xīnjìng 複雑な心境。
42 心境摇动 xīnjìng yáodòng 気持ちがゆらぐ。
43 当时的心境 dāngshí de xīnjìng 当時の心境。
44 心里焦急 xīnli jiāojí 心中、気が気でない。
45 心里直跳 xīnli zhí tiào 胸がどきどきする。
46 心里明亮 xīnli míngliàng 心が晴れる。
47 心胸开阔 xīnxiōng kāikuò 心が広い。
48 有心胸 yǒu xīnxiōng 気概がある。
49 胸怀狭窄 xiōnghuái xiázhǎi 度量が狭い。
50 胸怀大志 xiōnghuái dàzhì 大志を抱く。
51 胸襟很宽 xiōngjīn hěn kuān 心が広い。
52 襟怀坦白 jīnhuái tǎnbái 邪心がない。
53 情绪低落 qíngxù dīluò 意気消沈する。
54 情绪不高 qíngxù bù gāo 意気が上がらない。
55 情绪高涨 qíngxù gāozhàng 意気が上がる。
56 情绪很好 qíngxù hěn hǎo 機嫌がよい。
57 情绪恶劣 qíngxù èliè 機嫌が悪い。
58 情绪好转 qíngxù hǎozhuǎn 機嫌が直る。
59 动感情 dòng gǎnqíng 感情的になる。
60 克制感情 kèzhì gǎnqíng 感情を抑える。
61 感情深 gǎnqíng shēn 情が深い。
62 感情淡薄 gǎnqíng dànbó 情が薄い。
63 节日气氛 jiérì qìfēn お祭り気分。
64 紧张空气 jǐnzhāng kōngqì 緊張した空気。
65 心神不定 xīnshén bùdìng 気持ちが落ち着かない。
66 精神上的创伤 jīngshén shàng de chuāngshāng 心の痛手。
67 谢意 xièyì 感謝の気持ち。
68 谢忱 xièchén 感謝の気持ち。
69 心意 xīnyì 相手に対する気持ち。意味。意思。
70 情意 qíngyì 相手に対する気持ち。情。
71 小意思 xiǎoyìsi 寸志。取るに足らないこと。
72 表表心意 biǎo biǎo xīnyì ほんの気持ちです。
73 只是一点心意 zhǐshì yīdiǎn xīnyì ほんの気持ちです。
74 这是我的一点心意 zhè shì wǒ de yīdiǎn xīnyì これは私のほんの気持ちです。
75 这是我的一点儿小意思 zhè shì wǒ de yīdiǎnr xiǎoyìsi これは私のほんの気持ちです。
76 舒服 shūfu 気分がよい。気持ちいい。快適だ。
77 舒舒服服 shūshūfúfú 気分がよい。気持ちいい。快適だ。
78 不舒服 bù shūfú 気持ちよくない。
79 舒坦 shūtan 気持ちがよい。
80 舒舒坦坦 shūshūtǎntǎn 気持ちがよい。

気持ち、気分   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 不舒坦 bù shūtan 気持ちよくない。
82 舒畅 shūchàng 気持ちがのびのびする。気持ちいい。
83 不舒畅 bù shūchàng 気持ちが悪い。
84 好受 hǎoshòu 快適だ。
85 不好受 bù hǎoshòu 快適でない。つらい。
86 爽快 shuǎngkuai 爽快だ。気持ちいい。単刀直入だ。
87 不爽快 bù shuǎngkuài スッキリしない。
88 难受 nánshòu つらい。
89 阴森 yīnsēn 陰うつだ。不気味だ。気味が悪い。
90 阴森森 yīnsēnsēn 陰うつだ。不気味だ。気味が悪い。
91 可怕 kěpà 恐ろしい。恐るべき。気味が悪い。
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