
No 中国語 ピンイン 日本語

1 在意 zàiyì 気に留める。
2 介意 jièyì 不快な気持ちを持つ。気に留める。
3 放在心上 fàng zài xīn shàng 心に留める。気に掛ける。
4 操心 cāoxīn 心配する。気を配る。
5 担心 dānxīn 心配する。安心できない。
6 担忧 dānyōu 心配する。憂える。
7 顾虑 gùlǜ 心配する。心配。
8 顾忌 gùjì あれこれと心配する。
9 关心 guānxīn 気にかける。心をよせる。
10 在乎 zàihu 気にかける。〜にある。
11 惦念 diànniàn 気にかける。
12 惦记 diànjì 気にかける。
13 牵挂 qiānguà 気にかける。心配する。
14 牵念 qiānniàn 心配する。気にかける。
15 挂念 guàniàn 気にかける。心配する。
16 过意 guòyì 不快に思う。気にさわる。
17 计较 jìjiào あれこれとこだわる。言い争う。計画。
18 爱面子 ài miànzi 体面を気にする。
19 讲面子 jiǎng miànzi 体面を気にする。
20 顾体面 gù tǐmiàn 体面を気にする。
21 注意穿着 zhùyì chuānzhuó 身なりを気にする。
22 重视外表 zhòngshì wàibiǎo 外見を気にする。
23 别在意 bié zàiyì 気にするな。
24 不要在意 bùyào zàiyì 気にするな。
25 你别在意 nǐ bié zàiyì 気にするな。
26 请别在意 qǐng bié zàiyì 気にしないでください。
27 我不在意 wǒ bù zàiyì 私は気にしません。私は構いません。
28 我不在意价格 wǒ bù zàiyì jiàgé 私は値段を気にしない。
29 你不在意就好 nǐ bù zàiyì jiù hǎo あなたが気にしていないならいいです。
30 我没在意 wǒ méi zàiyì 私は気にしていない。
31 在意表面 zàiyì biǎomiàn 外面を気にする。
32 在意别人的看法 zàiyì biérén de kànfǎ 他人の見方を気にする。
33 我很在意你的事情 wǒ hěn zàiyì nǐ de shìqíng あなたの事が気になります。
34 别介意 bié jièyì 気にするな。
35 不要介意一些小事 bùyào jièyì yīxiē xiǎoshì 小さいことを気にするな。
36 不必介意 bùbì jièyì 気にしなくてよい。
37 请别介意 qǐng bié jièyì 気にしないでください。
38 一点也不介意 yīdiǎn yě bù jièyì 少しも気にしない。
39 毫不介意 háo bù jièyì 少しも気にしない。
40 你不介意吗? nǐ bù jièyì ma 気にならないですか。
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41 我不介意二手⻋ wǒ bù jièyì èrshǒu chē 私は中古車を気にしない。
42 把件小事放在心上 bǎ jiàn xiǎoshì fàng zài xīn shàng つまらないことを気にする。
43 不用放在心上 bùyòng fàng zài xīn shàng 気にしないように。
44 请不把那件事放在心上 qǐng bù bǎ nà jiàn shì fàng zài xīn shàng その件は気にしないでください。
45 你不用操心了 nǐ bùyòng cāoxīn le 気がかりに思わなくてよい。
46 我很担心你 wǒ hěn dānxīn nǐ 私はあなたのことが気がかりです。
47 为自己的前途担忧 wèi zìjǐ de qiántú dānyōu 自分の前途を気にする。
48 请别顾虑 qǐng bié gùlǜ どうぞ気兼ねなく。
49 顾忌众目 gùjì zhòng mù 人目を気にする。
50 我很关心你 wǒ hěn guānxīn nǐ あなたのことを気にかけています。
51 谢谢你的关心 xièxie nǐ de guānxīn 気にかけてくれてありがとう。
52 关心价格 guānxīn jiàgé 値段を気にする。
53 满不在乎 mǎn bù zàihu まったく気にかけない。
54 我一点都不在乎 wǒ yīdiǎn dōu bù zàihu 私はまったく気にしない。
55 我惦念着你 wǒ diànniàn zhe nǐ 私はあなたを気にかけている。
56 不要惦记我 bùyào diànjì wǒ 私のことは気にするな。
57 她总惦记着孩子的身体 tā zǒng diànjì zhe háizi de shēntǐ 彼女はいつも子供の身体を気遣っている。
58 ⽗⺟牵挂儿女 fùmǔ qiānguà érnǚ 両親は子を気にかける。
59 请别牵挂 qǐng bié qiānguà どうかお気遣いなく。
60 他牵念着这次考试的结果 tā qiānniàn zhe zhè cì kǎoshì de jiéguǒ 彼は今度の試験の結果を気にしている。
61 不必挂念 bùbì guàniàn 気にかける必要はありません。
62 挂念生病的孩子 guàniàn shēngbìng de háizi 病気の子を案ずる。
63 你别过意 nǐ bié guòyì 気を悪くしないで。
64 不还觉得过意不去 bù huán juéde guòyì bu qù 返さなくては気がすまない。
65 计较小事 jìjiào xiǎoshì 小さなことを気にする。
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