
No 中国語 ピンイン 日本語

1 性格 xìnggé 人の性格。気性。
2 性情 xìngqíng 人や動物の性格。気質。
3 脾气 píqi 気性。性格。かんしゃく。
4 脾性 píxìng 性格。習性。
5 气质 qìzhì 気性。気質。風格。気概。
6 心肠 xīncháng 心根。感情。関心。
7 心地 xīndì 心根。気だて。心情。心境。
8 心眼儿 xīnyǎnr 心根。気だて。胸の内。聡明さ。お節介。度量。
9 人品 rénpǐn 人格。人柄。風采(ふうさい)。風貌(ふうぼう)。
10 人格 réngé 人格。人間性。自尊心。
11 为人 wéirén 人柄。人となり。
12 禀性 bǐngxìng 天性。持ち前の性格。
13 秉性 bǐngxìng 天性。持ち前の性格。
14 根性 gēnxìng もって生まれた性質。本性。
15 本性 běnxìng 本質。本性。
16 品质 pǐnzhì 人の資質。品質。性根。
17 人性 rénxìng 人間性。
18 人性 rénxing 人間らしい心や理性。
19 性格好 xìnggé hǎo 性格がよい。
20 性格不好 xìnggé bù hǎo 性格が悪い。
21 性格温和 xìnggé wēnhuo 性格がおだやか。
22 性格粗暴 xìnggé cūbào 性格が乱暴で荒い。
23 明朗的性格 mínglǎng de xìnggé ほがらかな性格。
24 性格阴郁 xìnggé yīnyù 暗い性格。
25 性格内向 xìnggé nèixiàng 性格が内向的だ。
26 性格外向 xìnggé wàixiàng 性格が外向的だ。
27 性情好 xìngqíng hǎo 気性がよい。
28 性情温柔 xìngqíng wēnróu 性格が素直で穏やかだ。
29 性情狂暴 xìngqíng kuángbào 性格が狂暴だ。
30 性情乖僻 xìngqíng guāipì へそまがり。
31 两个人性情相投 liǎng ge rén xìngqíng xiāngtóu 二人は気が合う。
32 性情不投 xìngqíng bù tóu 気があわない。
33 脾气很好 píqi hěn hǎo 気立てがいい。
34 脾气丑 píqi chǒu 性格が悪い。
35 脾气别扭 píqi bièniu へそまがり。
36 好发脾气 hǎo fā píqi おこりっぽい。
37 脾气大 píqi dà おこりっぽい。
38 不合脾气 bùhé píqi 気が合わない。
39 气质很好 qìzhí hěn hǎo 品がいい。
40 气质高雅 qìzhí gāoyǎ 品がある。
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41 有学者气质的人 yǒu xuézhě qìzhí de rén 学者肌の人。
42 心肠好 xīncháng hǎo 心根がよい。情け深い。
43 心肠软 xīncháng ruǎn 情け深い。
44 心肠硬 xīncháng yìng 心が冷たい。
45 心地善良 xīndì shànliáng 心根が善良である。
46 心地狭窄 xīndì xiázhǎi 度量が小さい。
47 心眼儿好 xīnyǎnr hǎo 気立てがよい。
48 心眼儿小 xīnyǎnr xiǎo 気が小さい。
49 心眼儿快 xīnyǎnr kuài 機転がきく。
50 坏心眼儿 huàixīnyǎnr 意地が悪い。悪意。
51 人品好 rénpǐn hǎo 人柄がよい。
52 人品不好 rénpǐn bù hǎo 柄が悪い。
53 人品高尚 rénpǐn gāoshàng 人柄が立派である。
54 人格高尚 réngé gāoshàng 人格が高尚だ。
55 人格低下 réngé dīxià 人格が劣る。
56 为人正直 wéirén zhèngzhí 人となりが正直だ。
57 为人诚实 wéirén chéngshí 人となりが誠実だ。
58 他为人真好 tā wéirén zhēn hǎo 彼は実に人がいい。
59 禀性聪明 bǐngxìng cōngmíng 生まれつき賢い。
60 禀性不好 bǐngxìng bù hǎo 根性が曲がっている。
61 秉性粗暴 bǐngxìng cūbào 荒々しい気性。
62 根性不良 gēnxìng bùliáng 根性が悪い。性悪。
63 劣根性 liègēnxìng 曲がった根性。
64 本性恶劣 běnxìng èliè 性根がくさっている。
65 本性正直 běnxìng zhèngzhí 根が正直。
66 品质高尚 pǐnzhí gāoshàng 人柄が気高い。
67 品质恶劣 pǐnzhí èliè たちが悪い。
68 违背人性 wéibèi rénxìng 人間性に背く。
69 不通人性 bùtōng rénxing 人間味がない。
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