
No 中国語 ピンイン 日本語

1 邻近 línjìn 隣接する。すぐそばだ。付近。近所。
2 近处 jìnchù 近所。
3 近郊 jìnjiāo 近郊。
4 附近 fùjìn 付近。近所。付近の。
5 左近 zuǒjìn 近く。付近。
6 街坊 jiēfang 隣近所の人。
7 邻舍 línshè 隣。隣人。
8 邻居 línjū 隣近所。隣人。
9 近邻 jìnlín 隣近所。隣人。
10 四邻 sìlín 隣近所。隣国。
11 隔壁 gébì 壁を隔てて隣り合っている隣。隣家。隣室。
12 左邻右舍 zuǒ lín yòu shè 隣近所。両隣。隣人。自部門と関連深い部門。
13 亲戚 qīnqi 親戚。
14 亲属 qīnshǔ 親族。
15 近亲 jìnqīn 血のつながりの近い親族。
16 远亲 yuǎnqīn 遠縁の親戚。
17 本家 běnjiā 同族の人。同姓の人。
18 我家邻近中山公园 wǒjiā línjìn Zhōngshān gōngyuán 私の家の近くは中山公園。
19 我家邻近有一个文具店 wǒjiā línjìn yǒu yī ge wénjùdiàn 私の家の近くに文房具店があります。
20 我家邻近没有便利店 wǒjiā línjìn méiyǒu biànlìdiàn 私の家の近くにコンビニはありません。
21 学校邻近有个文化馆 xuéxiào línjìn yǒu ge wénhuàguǎn 学校の近くに文化館があります。
22 邻近的商店 línjìn de shāngdiàn 近くのお店。
23 邻近邮局的大楼 línjìn yóujú de dàlóu 郵便局に隣接するビル。
24 邻近开始修路了 línjìn kāishǐ xiūlù le 近くで道路の補修工事が始まった。
25 摩托⻋停在近处 mótuōchē tíng zài jìnchù オートバイを近くにとめる。
26 到近处去买一趟东⻄ dào jìnchù qù mǎi yī tàng dōngxi 近所まで買い物に行く。
27 在近处看 zài jìnchù kàn 近くで見る。間近で見る。
28 住在东京近郊 zhù zài Dōngjīng jìnjiāo 東京近郊に住む。
29 在近郊区有房子 zài jìnjiāoqū yǒu fángzi 近郊に家がある。
30 我们到近郊去游玩 wǒmen dào jìnjiāo qù yóuwán 私たちは近郊に遊びに行く。
31 附近居⺠ fùjìn jūmín 付近の住⺠。
32 在家附近散步 zài jiā fùjìn sànbù 家の近所を散歩する。
33 这附近有便利店吗? zhè fùjìn yǒu biànlìdiàn ma このあたりにコンビニはありますか。
34 我家附近有个邮局 wǒjiā fùjìn yǒu ge yóujú 私の家の近所に郵便局がある。
35 附近没有食品店 fùjìn méiyǒu shípǐndiàn 近くに食料品店がない。
36 公司附近的医院 gōngsī fùjìn de yīyuàn 会社の近くの病院。
37 医院左近的餐厅 yīyuàn zuǒjìn de cāntīng 病院近くのレストラン。
38 方圆左近的人 fāngyuán zuǒjìn de rén 近辺の人。あたりの人。
39 街坊邻舍 jiēfang línshè 隣近所。ご近所。
40 街坊邻居 jiēfang línjū 隣近所。ご近所。
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41 街坊四邻 jiēfang sìlín 隣近所。ご近所。
42 隔壁邻舍 gébì línshè 隣近所。ご近所。
43 隔壁邻居 gébì línjū 隣近所。ご近所。
44 和街坊往来 hé jiēfang wǎnglái 隣近所とお付き合いする。
45 跟邻居交往 gēn línjū jiāowǎng 隣近所とお付き合いする。
46 近邻的交往 jìnlín de jiāowǎng 近所付き合い。
47 邻居往来 línjū wǎnglái 近所付き合い。
48 和邻居不大来往 hé línjū bù dà láiwǎng 近所とはあまり付き合いがない。
49 跟邻居几乎没有来往 gēn línjū jīhū méiyǒu láiwǎng 近所とはほとんど付き合いがない。
50 她是邻居 tā shì línjū 彼女は近所の人です。
51 我邻居 wǒ línjū 私の隣人。
52 我的邻居是中国人 wǒ de línjū shì zhōngguórén 私の近所の人は中国人です。
53 邻居夫人 línjū fūrén 近所の奥さん。
54 邻居的孩子 línjū de háizi 近所の子供。
55 多嘴的邻居 duōzuǐ de línjū おしゃべりな隣人。
56 做邻居 zuò línjū 隣人になる。
57 近邻诸国 jìnlín zhūguó 近隣諸国。
58 远亲不如近邻 yuǎnqīn bùrú jìnlín 遠くの親戚より近くの他人。
59 走访四邻 zǒufǎng sìlín 近所回り。
60 打扰街坊四邻 dǎrǎo jiēfang sìlín 近所迷惑。
61 我家隔壁 wǒjiā gébì 私の家の隣。
62 隔壁的大妈 gébì de dàmā 隣のおばさん。
63 隔壁房间 gébì fángjiān 隣の部屋。
64 搬到隔壁来的人 bān dào gébì lái de rén 隣に引っ越して来た人。
65 爱你的左邻右舍 ài nǐ de zuǒlínyòushè 汝の隣人を愛せよ。
66 他是我的亲戚 tā shì wǒ de qīnqi 彼は私の親戚です。
67 亲戚们 qīnqimen 親戚たち。親族。
68 父亲家的亲戚 fùqīn jiā de qīnqi 父方の親戚。
69 ⺟亲家的亲戚 mǔqīn jiā de qīnqi ⺟方の親戚。
70 父系亲属 fùxì qīnshǔ 父方の親戚。
71 ⺟系亲属 mǔxì qīnshǔ ⺟方の親戚。
72 亲戚家 qīnqi jiā 親戚の家。
73 走亲戚 zǒu qīnqi 親戚付き合いをする。親戚回りをする。
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