
No 中国語 ピンイン 日本語

1 说 shuō 話す。語る。話題にする。
2 话 huà ことば。言語。話。話す。
3 话语 huàyǔ ことば。話。
4 说话 shuōhuà 話す。おしゃべりする。文句を言う。話。ことば。
5 说话儿 shuōhuàr おしゃべりする。
6 话说 huàshuō 語る。述べる。さて。そもそも。
7 说道 shuōdao 話す。言う。相談する。話し合う。理由。
8 说道 shuōdào 〜と言う。〜が言うには。
9 说明 shuōmíng 説明する。物語る。説明。
10 说教 shuōjiào 教訓を話す。説教臭い話をする。
11 说理 shuōlǐ 道理を説く。⽩⿊決める。道理をわきまえている。
12 说破 shuōpò 打ち明ける。ずばり言う。
13 说穿 shuōchuān 真相を言う。ずばり言う。
14 说笑 shuōxiào 談笑する。
15 说说笑笑 shuōshuōxiàoxiào 談笑する。
16 说笑话 shuō xiàohua 笑い話を言う。冗談を言う。
17 说笑话儿 shuō xiàohuar 笑い話を言う。冗談を言う。
18 说嘴 shuōzuǐ 自慢する。ほらを吹く。
19 传说 chuánshuō 言い伝える。うわさする。伝説。うわさ。
20 陈说 chénshuō 陳述する。述べる。
21 陈述 chénshù 陳述する。述べる。
22 述说 shùshuō 述べる。
23 分说 fēnshuō 弁明する。言い訳する。
24 分辨 fēnbiàn 弁明する。言い訳する。
25 辩⽩ biànbái 理由や事情を説明し誤解を解く。
26 辨⽩ biànbái 弁明する。弁解する。
27 辩解 biànjiě 弁解する。申し開きする。
28 浑说 húnshuō でたらめを言う。
29 乱说 luànshuō でたらめを言う。無責任に話す。
30 明说 míngshuō はっきり言う。
31 实说 shíshuō ありのまま話す。
32 数说 shǔshuō 列挙して述べる。責める。
33 论说 lùnshuō 議論する。論説。理屈から言うと。
34 评说 píngshuō 論評する。解説する。
35 劝说 quànshuō 説得する。
36 申说 shēnshuō 理由を説明する。申し述べる。
37 讲 jiǎng 話す。
38 讲话 jiǎnghuà 話をする。発言する。講演。講和。発言。
39 讲述 jiǎngshù ことばで説明する。
40 讲明 jiǎngmíng 説明する。話して明確にする。
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41 讲解 jiǎngjiě 解説する。説明する。
42 解说 jiěshuō 解説する。
43 宣讲 xuānjiǎng 宣伝し、説明する。
44 讲演 jiǎngyǎn 講演する。
45 演讲 yǎnjiǎng 演説する。講演する。演説。講演。
46 讲授 jiǎngshòu 講義する。
47 吐 tǔ ことばを口に出す。口から吐き出す。植物が芽や穂を出す。

48 吐露 tǔlù 打ち明ける。
49 吐实 tǔshí ほんとのことを言う。
50 吐口 tǔkǒu 口を開く。話す。
51 言传 yánchuán ことばであらわす。口で言う。
52 言说 yánshuō 話す。言いあらわす。言論。
53 言声儿 yánshēngr 口に出して言う。声を出す。
54 言教 yánjiào ことばで教える。言って聞かせる。
55 言喻 yányù ことばで説明する。
56 念叨 niàndao 思い出してよく話題にする。言う。話し合う。
57 念道 niàndao 思い出してよく話題にする。言う。話し合う。
58 谈 tán 話す。対話する。話。言論。
59 谈话 tánhuà 複数の人が互いに話す。上の者が下の者にちゃんと話す。
60 谈判 tánpàn 協議する。交渉する。
61 会谈 huìtán 会談する。
62 洽谈 qiàtán 打ち合わせる。交渉する。
63 面谈 miàntán 面談する。
64 交谈 jiāotán 言葉を交わす。話し合う。
65 接谈 jiētán 面談する。会って話をする。
66 口谈 kǒután 口頭で述べる。口先で言う。
67 聚谈 jùtán 集まって話し合う。
68 恳谈 kěntán 懇談する。
69 漫谈 màntán 自由に話し合う。自由討論。
70 攀谈 pāntán おしゃべりする。雑談する。
71 倾谈 qīngtán 打ち解けて話し合う。
72 纵谈 zòngtán 存分に語る。
73 深谈 shēntán じっくりと話す。
74 密谈 mìtán 密談する。
75 座谈 zuòtán 座談する。懇談する。
76 立谈 lìtán 立ち話する。
77 站着说话 zhàn zhe shuōhuà 立って話す。
78 站着闲谈 zhàn zhe xiántán 立って話す。
79 站着谈话 zhàn zhe tánhuà 立って話す。
80 谈论 tánlùn あれこれ話し合う。
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81 议论 yìlùn あれこれ取りざたする。議論する。議論。意見。
82 ⻓谈 chángtán ⻑話する。
83 畅谈 chàngtán 存分に語り合う。
84 扯谈 chětán 雑談する。
85 侈谈 chǐtán 大げさに言う。大言を吐く。大言壮語。
86 奢谈 shētán 非現実的な話をする。大げさに言う。
87 空谈 kōngtán 非現実的な話をする。言うだけで何もしない。空論。
88 笔谈 bǐtán 筆談する。書面で意見を述べる。
89 打哑语 dǎ yǎyǔ 手話で話す。
90 打手语 dǎ shǒuyǔ 手話で話す。
91 用手语说话 yòng shǒuyǔ shuōhuà 手話で話す。
92 聊 liáo おしゃべりする。雑談する。チャットする。
93 聊聊 liáoliáo おしゃべりする。雑談する。チャットする。
94 聊天 liáotiān おしゃべりする。雑談する。チャットする。
95 聊天儿 liáotiānr おしゃべりする。雑談する。チャットする。
96 聊聊天 liáoliáotiān おしゃべりする。雑談する。チャットする。
97 谈天 tántiān おしゃべりする。雑談する。
98 谈天儿 tántiānr おしゃべりする。雑談する。
99 闲谈 xiántán おしゃべりする。雑談する。
100 闲扯 xiánchě おしゃべりする。雑談する。
101 谈笑 tánxiào 談笑する。
102 谈心 tánxīn 腹を割って話す。
103 告诉 gàosu 伝える。告げる。教える。
104 告诫 gàojiè 戒める。
105 告戒 gàojiè 戒める。
106 警告 jǐnggào 警告する。警告。
107 正告 zhènggào きつく言う。厳しく警告する。厳(おごそ)かに告げる。
108 忠告 zhōnggào 忠告する。
109 倾诉 qīngsù 心の内を打ち明ける。
110 倾吐 qīngtǔ 心の内を打ち明ける。
111 诉说 sùshuō 思いを込めて語る。訴えかける。
112 诉述 sùshù 思いを込めて語る。訴えかける。
113 道 dào 言う。話す。気持ちを述べる。道。道理。
114 道贺 dàohè お祝いを述べる。
115 道喜 dàoxǐ お祝いを述べる。
116 道谢 dàoxiè お礼をいう。誠意を述べる。
117 道歉 dàoqiàn 詫びる。謝る。
118 叙 xù 話す。書き記す。
119 叙说 xùshuō 口述する。
120 叙述 xùshù 事の次第を述べる。
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121 叙谈 xùtán 語り合う。
122 云 yún 言う。雲。
123 操 cāo ある言語や方言を話す。
124 吱声 zīshēng 声を出す。
125 商量 shāngliáng 相談する。意見を交わす。
126 商谈 shāngtán 話し合う。面談する。
127 商议 shāngyì 相談する。協議する。
128 协商 xiéshāng 協議する。
129 协议 xiéyì 協議する。協議によって得られた合意。
130 磋商 cuōshāng 何度も話し合う。
131 报告 bàogào 大勢の前などで正式に述べる。報告。
132 转告 zhuǎngào 伝言する。
133 传话 chuánhuà 話を取り次ぐ。伝言する。
134 传达 chuándá 命令などを取り次ぐ。会社などの受付。受付係。
135 留言 liúyán 伝言する。伝言。客が意見や感想を書く。
136 表达 biǎodà 言い表す。考えや気持ちを表現する。
137 表明 biǎomíng はっきり示す。表明する。
138 朗读 lǎngdú 朗読する。読み上げる。
139 朗诵 lǎngsòng 歌うように朗読する。
140 诵读 sòngdú 詞や文章を朗読する。
141 发言 fāyán 発言する。発言。
142 漫骂 mànmà やたらにけなす。
143 谩骂 mànmà どなりちらす。
144 叫骂 jiàomà 大声で人をどなりつける。
145 咒骂 zhòuma ののしる。悪態をつく。
146 诅咒 zǔzhòu ののしる。呪(のろ)う。
147 责备 zébèi 責める。とがめる。非難する。
148 指责 zhǐzé 過ちを指摘してとがめる。
149 指摘 zhǐzhāi 誤りを指摘して批判する。
150 批评 pīpíng 批判する。批評。
151 称赏 chēngshǎng 評価し称賛する。
152 称赞 chēngzàn ほめる。称賛する。
153 称誉 chēngyù ほめる。称賛する。
154 夸奖 kuājiǎng ほめる。称賛する。
155 说好话 shuō hǎohuà ほめる。縁起のいい話をする。
156 赞美 zànměi 褒めたたえる。
157 赞叹 zàntàn 関心して褒めたたえる。
158 赞誉 zànyù 称賛する。高く評価する。
159 表扬 biǎoyáng みなの前でほめたたえる。
160 褒扬 bāoyáng 称賛する。表彰する。
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161 话别 huàbié 別れの言葉を交わす。
162 叙别 xùbié 別れのあいさつをする。
163 话旧 huàjiù 旧友と昔話をする。
164 叙旧 xùjiù 昔を懐かしんで語り合う。
165 叫 jiào 叫ぶ。鳴く。ほえる。呼ぶ。呼びかける。〜という。
166 喊 hǎn 大声で叫ぶ。人を呼ぶ。
167 叫喊 jiàohǎn 大声を出して叫ぶ。
168 叫嚷 jiàorǎng 大声で叫ぶ。人を呼ぶ。
169 叫唤 jiàohuan 大声で叫ぶ。動物などが鳴く。
170 叫号 jiàohào 掛け声をかける。番号を呼ぶ。
171 叫嚣 jiàoxiāo 大声で騒ぎ立てる。がなる。
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