
No 中国語 ピンイン 日本語

1 信 xìn 信じる。信用する。信心する。信仰する。知らせ。証拠。手紙。

2 不足信 bùzú xìn 信じられない。信じてはいけない。
3 我不信 wǒ bù xìn 私は信じない。
4 我不信神 wǒ bù xìn shén 私は神を信じない。
5 半信半疑 bàn xìn bàn yí 半信半疑。
6 疑信参半 yí xìn cānbàn 半信半疑。
7 你爱信不信 nǐ ài xìn buxìn 信じる信じないはあなた次第。
8 信不信由你 xìn buxìn yóu nǐ 信じる信じないはあなた次第。
9 别信他 bié xìn tā 彼を信用するな。
10 你信他的 nǐ xìn tā de あなたは彼を信じたんだ。
11 信佛 xìnfó 仏教を信じる。
12 他们信基督教 tāmen xìn jīdūjiào 彼らはキリスト教を信じている。
13 你说的我全信 nǐ shuō de wǒ quán xìn あなたの言う事は全て信じる。
14 相信 xiāngxìn 信じる。信用する。
15 相信我吧 xiāngxìn wǒ ba 私を信じて。
16 请相信我 qǐng xiāngxìn wǒ 私を信じてください。
17 我相信你 wǒ xiāngxìn nǐ 私はあなたを信じる。
18 我才不相信呢 wǒ cái bù xiāngxìn ne 私は信じない。
19 相信你会成功 xiāngxìn nǐ huì chénggōng あなたが成功すると信じています。
20 相信自己吧 xiāngxìn zìjǐ ba 自分を信じて。
21 相信外星人的存在 xiāngxìn wàixīngrén de cúnzài 宇宙人の存在を信じる。
22 我不太相信 wǒ bù tài xiāngxìn 私はあまり信じていない。
23 难以相信 nányǐ xiāngxìn 信じがたい。
24 听信 tīngxìn 聞いて信じる。真に受ける。知らせを待つ。
25 听信谣言 tīngxìn yáoyán デマを信じる。
26 听信谣传 tīngxìn yáochuán デマを信じる。
27 不要听信他的话 bùyào tīngxìn tā de huà 彼の言うことを信用してはならない。
28 轻信 qīngxìn 安易に信じる。
29 轻信流言 qīngxìn liúyán 安易にデマを信じる。
30 你太轻信别人了 nǐ tài qīngxìn biérén le あなたは安易に他人を信じすぎる。
31 深信 shēnxìn 深く信じる。
32 深信不疑 shēnxìn bù yí 深く信じて疑わない。
33 她深信占星术 tā shēnxìn zhānxīngshù 彼女は占星術を深く信じている。
34 可信 kěxìn 信用できる。信じられる。
35 不可信 bù kěxìn 信用できない。
36 可信性 kěxìnxìng 信憑性(しんぴょうせい)。
37 可信度 kěxìndù 信憑性(しんぴょうせい)。
38 缺乏可信度 quēfá kěxìndù 信憑性(しんぴょうせい)に欠ける。
39 可信的公司 kěxìn de gōngsī 信用できる会社。
40 这可信吗? zhè kěxìn ma これ信用できますか。
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41 坚信 jiānxìn かたく信じる。
42 坚信不疑 jiānxìn bù yí かたく信じて疑わない。
43 我坚信我们必胜 wǒ jiānxìn wǒmen bì shèng 私は私たちが必ず勝つとかたく信じる。
44 置信 zhìxìn 信を置く。信用する。
45 不可置信 bùkě zhìxìn 信じてはいけない。
46 难以置信 nányǐ zhìxìn 信じがたい。
47 信任 xìnrèn 信任する。信頼する。
48 深得信任 shēn dé xìnrèn 信任が厚い。
49 大家都很信任他 dàjiā dōu hěn xìnrèn tā みんなが彼を信頼している。
50 取得信任 qǔdé xìnrèn 信頼を得る。
51 失去信任 shīqù xìnrèn 信頼を失う。
52 信赖 xìnlài 信頼する。
53 他是可以信赖的人 tā shì kěyǐ xìnlài de rén 彼は信頼できる人です。
54 得到信赖 dédào xìnlài 信頼を得る。
55 背叛信赖 bèipàn xìnlài 信頼を裏切る。
56 信仰 xìnyǎng 信奉する。信仰する。
57 信仰心 xìnyǎngxīn 信仰心。
58 信仰之心 xìnyǎng zhī xīn 信仰心。
59 信仰宗教 xìnyǎng zōngjiào 宗教を信仰する。
60 有没有信仰? yǒu méiyǒu xìnyǎng 信仰がありますかありませんか。
61 信奉 xìnfèng 信奉する。固く信じ実行する。
62 信奉佛教 xìnfèng fójiào 仏教を信じる。
63 信奉基督教 xìnfèng jīdūjiào キリスト教を信仰する。
64 信奉日本神道 xìnfèng rìběn shéndào 日本の神道を信じる。
65 我不信奉宗教 wǒ bù xìnfèng zōngjiào 私は宗教を信じていません。
66 崇奉 chóngfèng あがめ奉る。信奉する。
67 崇奉儒教 chóngfèng rújiào 儒教を信奉する。
68 崇奉神灵 chóngfèng shénlíng 神をあがめ奉る。
69 怀疑 huáiyí 疑う。疑い。想定する。
70 别怀疑 bié huáiyí 疑わないで。
71 我怀疑他是故意的 wǒ huáiyí tā shì gùyì de 私は彼は意図的だと疑う。
72 感到怀疑 gǎndào huáiyí 疑問を感じる。
73 觉得怀疑 juéde huáiyí 疑問に思う。
74 受到怀疑 shòudào huáiyí 疑いを受ける。
75 招致怀疑 zhāozhì huáiyí 疑いを招く。
76 引起怀疑 yǐnqǐ huáiyí 疑いを招く。
77 疑心 yíxīn 疑う。疑念。疑い。
78 我疑心他在说谎 wǒ yíxīn tā zài shuōhuǎng 私は彼が嘘をついていると疑う。
79 疑心他是扒手 yíxīn tā shì páshǒu 彼がスリだと疑う。
80 起疑心 qǐ yíxīn 疑いを起こす。

信じる、疑う   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 疑心重 yíxīn zhòng 疑い深い。
82 疑心大 yíxīn dà 疑い深い。
83 疑惑 yíhuò 腑(ふ)に落ちない。疑わしく思う。
84 疑惑的眼神 yíhuò de yǎnshén 疑いのまなざし。
85 疑惑不解 yíhuò bù jiě 疑惑が解けない。
86 解除疑惑 jiěchú yíhuò 疑惑を除く。疑惑を解く。
87 消除疑惑 xiāochú yíhuò 疑惑を除く。疑惑を解く。
88 嫌疑 xiányí 疑い。嫌疑。
89 他受到嫌疑 tā shòudào xiányí 彼に疑いがかかる。
90 犯罪嫌疑人 fànzuì xiányí rén 容疑者。
91 嫌疑犯 xiányífàn 容疑者。
92 嫌疑分子 xiányí fènzǐ 容疑者。
93 杀人的嫌疑 shārén de xiányí 殺人の疑い。
94 有间谍嫌疑 yǒu jiàndié xiányí スパイの疑いがある。
95 否认嫌疑 fǒurèn xiányí 嫌疑を否認する。
96 洗清嫌疑 xǐ qīng xiányí 嫌疑を晴らす。
97 狐疑 húyí 疑っている。うたぐり深い。
98 满腹狐疑 mǎnfù húyí 疑いに満ちる。ひどく疑っている。
99 我狐疑着问 wǒ húyí zhe wèn 私は疑いながら問う。
100 猜疑 cāiyí 理由もなく疑う。
101 你猜疑我是怎么想的 nǐ cāiyí wǒ shì zěnme xiǎng de あなたは私が何を考えているのか疑う。
102 多余的猜疑 duōyú de cāiyí いらぬ疑い。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

信じる、疑う   3/3

3


