
No 中国語 ピンイン 日本語

1 单身 dānshēn 独身。単身で。一人で。
2 单身者 dānshēn zhě 独身者。単身者。
3 单身人儿 dānshēn rénr 独り者。
4 单身汉 dānshēnhàn 独身の男。妻子と離れて暮らす男。
5 单身女 dānshēnnǚ 独身の女。
6 单身女汉 dānshēn nǚhàn 独身のたくましい女。
7 单身男人 dānshēn nánrén 独身の男。
8 单身女人 dānshēn nǚrén 独身の女。
9 单身狗 dānshēngǒu 独身者。(自嘲やからかいを含む)
10 单身贵族 dānshēn guìzú 独身貴族。
11 独身 dúshēn 単身。独身。
12 独身者 dúshēnzhě 単身者。独身者。
13 独身汉 dúshēnhàn 独身の男。
14 独身女 dúshēnnǚ 独身の女。
15 独身男人 dúshēn nánrén 独身の男。
16 独身女人 dúshēn nǚrén 独身の女。
17 光棍儿 guānggùnr 独身の男性。
18 未婚 wèihūn 未婚の。独身の。
19 未婚者 wèihūnzhě 未婚者。
20 未婚男人 wèihūn nánrén 未婚の男。
21 未婚女人 wèihūn nǚrén 未婚の女。
22 恋爱 liàn'ài 恋愛。恋愛する。
23 谈恋爱 tán liàn'ài 恋愛する。愛を語る。
24 交往 jiāowǎng 行き来する。交際する。行き来。交際。
25 分手 fēnshǒu 別れる。
26 对象 duìxiàng 結婚や恋愛の相手。対象。
27 情人 qíngrén 恋人。愛人。
28 恋人 liànrén 恋人。
29 男朋友 nánpéngyou 男の恋人。彼氏。
30 女朋友 nǚpéngyou 女の恋人。彼女。
31 前男友 qián nányǒu 元カレ。
32 前女友 qián nǚyǒu 元カノ。
33 相亲 xiāngqīn 見合いをする。
34 求婚 qiúhūn 結婚を申し込む。
35 婚约 hūnyuē 婚約する。婚約。
36 解除婚约 jiěchú hūnyuē 婚約を解消する。
37 订婚 dìnghūn 婚約する。
38 定婚 dìnghūn 婚約する。
39 未婚夫 wèihūnfū 男性の婚約者。フィアンセ。いいなずけ。
40 未婚妻 wèihūnqī 女性の婚約者。フィアンセ。いいなずけ。
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41 结婚 jiéhūn 結婚する。
42 成亲 chéngqīn 結婚する。
43 成家 chéngjiā 男子が結婚する。所帯を持つ。専門家として知られる。
44 娶妻 qǔ qī 妻を娶(めと)る。
45 出嫁 chūjià 嫁ぐ。
46 已婚 yǐhūn 既婚。既婚の。
47 已婚者 yǐhūnzhě 既婚者。
48 已婚的人 yǐhūn de rén 既婚者。
49 已婚人士 yǐhūn rénshì 既婚者。
50 婚姻 hūnyīn 婚姻。
51 婚姻破裂 hūnyīn pòliè 縁談が壊れる。
52 婚礼 hūnlǐ 婚礼。結婚式。
53 喜宴 xǐyán 祝宴。結婚披露宴。
54 新婚 xīnhūn 新婚の。
55 新婚生活 xīnhūn shēnghuó 新婚生活。
56 爱人 àiren 夫または妻。恋人。
57 夫妻 fūqī 夫妻。夫婦。
58 夫妇 fūfù 夫妻。夫婦。
59 男人 nánren 夫。
60 男人 nánrén 成人男性。
61 丈夫 zhàngfu 夫。
62 丈夫 zhàngfū 成人男性。
63 先生 xiānsheng 男性に対して〜さん。他人の夫や自分の夫への呼称。
64 老公 lǎogōng 夫。旦那。
65 女人 nǚren 妻。女房。
66 女人 nǚrén 成人女性。
67 妻子 qīzi 妻。
68 妻子 qīzǐ 妻と子供。妻子。
69 太太 tàitài 人または自分の奥さん。奥様。既婚女性の〜さん。
70 老婆 lǎopo 妻。カミさん。
71 内人 nèirén 第三者に対して自分の妻を言うことば。家内。
72 媳妇儿 xífur 妻。既婚の若い女性。
73 离婚 líhūn 離婚する。
74 离婚史 líhūn shǐ 離婚歴。
75 离过一次婚 lí guò yī cì hūn 一度離婚している。バツイチ。
76 初婚 chūhūn 初婚。新婚の時期。
77 再婚 zàihūn 再婚する。
78 再嫁 zàijià 女性が再婚する。
79 改嫁 gǎijià 女性が再婚する。
80 续弦 xùxián 妻の死後、再婚する。
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81 头婚 tóuhūn 初めて結婚する。初婚である。
82 二婚 èrhūn 再婚する。
83 婚外恋 hūnwàiliàn 不倫の恋愛。浮気。
84 婚外情 hūnwàiqíng 不倫の恋愛。浮気。
85 搞婚外恋 gǎo hūnwàiliàn 不倫する。浮気する。
86 作⻛不好 zuòfēng bùhǎo 風紀が乱れている。
87 胡搞男女关系 húgǎo nánnǚ guānxì でたらめな男女関係をもつ。浮気する。
88 乱搞男女关系 luàn gǎo nánnǚ guānxì みだらな男女関係をもつ。浮気する。
89 劈腿 pītuǐ 二股する。複数とつきあう。
90 脚踏两只船 jiǎo tà liǎng zhī chuán 二股をかける。
91 脚踏两条船 jiǎo tà liǎng tiáo chuán 二股をかける。
92 偷情 tōuqíng 男女が密会する。密通する。
93 出轨 chūguǐ 行動が本来の筋を離れる。脱線する。
94 偷吃 tōuchī 盗み食いする。つまみ食いする。
95 花心 huāxīn (多く男性の)移り気。移り気だ。
96 外遇 wàiyù 浮気の相手。不倫関係。
97 搞外遇 gǎo wàiyù 浮気する。
98 相好 xiānghǎo 愛し合う。仲良しだ。浮気の相手。
99 第三者 dìsānzhě 第三者。浮気の相手。
100 花花公子 huāhuā gōngzǐ 道楽息子。遊び人。プレイボーイ。
101 拈花惹草的人 niānhuārěcǎo de rén 男性の浮気者。
102 水性杨花的人 shuǐxìngyánghuā de rén 女性の浮気者。
103 你是单身还是已婚? nǐ shì dānshēn háishì yǐhūn あなたは独身ですか、それとも結婚していますか。
104 你结婚了吗? nǐ jiéhūn le ma あなたは結婚していますか。
105 你单身吗? nǐ dānshēn ma あなたは独身ですか。
106 你是单身吗? nǐ shì dānshēn ma あなたは独身ですか。
107 我单身 wǒ dānshēn 私は独身です。
108 我是单身 wǒ shì dānshēn 私は独身です。
109 你有对象吗? nǐ yǒu duìxiàng ma あなたは付き合っている人がいますか。
110 你有男朋友吗? nǐ yǒu nánpéngyou ma あなたは彼氏がいますか。
111 我没有女朋友 wǒ méiyǒu nǚpéngyou 私は彼女がいません。
112 正在招募女朋友 zhèngzài zhāomù nǚpéngyou 彼女募集中。
113 我和他订婚了 eǒ hé tā dìnghūn le 私は彼と婚約しました。
114 我们订婚了 wǒmen dìnghūn le 私たちは婚約しました。
115 我有未婚夫 wǒ yǒu wèihūnfū 私は婚約者の男性がいます。
116 我离过一次婚 wǒ lí guò yī cì hūn 私は一度離婚しています。
117 我跟他分手了 wǒ gēn tā fēnshǒu le 私は彼と別れました。
118 我被他劈腿了 wǒ bèi tā pītuǐ le 私は彼に二股されました。
119 老公搞外遇 lǎogōng gǎo wàiyù 旦那が浮気する。
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