
No 中国語 ピンイン 日本語

1 嫉妒 jídù ねたむ。嫉妬する。
2 极度 jídù 極度に。非常に。極点。最大点。
3 嫉妒心 jídùxīn 嫉妬心。ジェラシー。
4 感到嫉妒 gǎndào jídù ねたみを感じる。
5 招人嫉妒 zhāo rén jídù ねたみを買う。
6 没有嫉妒 méiyǒu jídù ねたみはない。
7 我嫉妒你的好运 wǒ jídù nǐ de hǎoyùn 私はあなたの幸運に嫉妬する。
8 不要嫉妒别人 bùyào jídù biérén 他人をねたんではならない。
9 嫉妒心强 jídùxīn qiáng 嫉妬心が強い。
10 忌妒 jìdu ねたむ。嫉妬する。
11 忌妒心 jìduxīn 嫉妬心。ジェラシー。
12 不要嫉妒别人 bùyào jídu biérén 他人をねたんではならない。
13 她在嫉妒 tā zài jídu 彼女は嫉妬しています。
14 她爱嫉妒 tā ài jídu 彼女はやきもちやきだ。
15 妒忌 dùjì ねたむ。嫉妬する。
16 妒忌别人的成功 dùjì biérén de chénggōng 他人の成功をねたむ。
17 妒嫉 dùjí ねたむ。嫉妬する。
18 妒嫉心 dùjíxīn 嫉妬心。ジェラシー。
19 眼红 yǎnhóng うらやむ。ねたむ。激怒するようす。
20 不要眼红别人 bùyào yǎnhóng biérén 他人をねたんではならない。
21 妒羡 dùxiàn ねたみうらやむ。
22 我妒羡他 wǒ dùxiàn tā 私は彼をねたみうらやむ。
23 嫉恨 jíhèn ひどくねたむ。
24 嫉恨别人的能力 jíhèn biérén de nénglì 他の人の能力をひどくねたむ。
25 嫉贤妒能 jí xián dù néng 自分より優れた人に嫉妬する。
26 领导嫉贤妒能 lǐngdǎo jíxiándùnéng 指導者が自分より優れた人に嫉妬する。
27 妒火中烧 dùhuǒ zhōng shāo 嫉妬に燃える。
28 他妒火中烧 tā dùhuǒzhōngshāo 彼は嫉妬に燃える。
29 酸味 suānwèi ねたみ。やっかみ。酸っぱい味。酸味。
30 酸味儿 suānwèir ねたみ。やっかみ。酸っぱい味。酸味。
31 说话带着酸味 shuōhuà dài zhe suānwèi 話しにやっかみがある。
32 妒恨 dùhèn ひがみ。
33 他妒恨在心 tā dùhèn zàixīn 彼は心にひがみがある。
34 招人妒恨 zhāo rén dùhèn 人にひがまれる。
35 吃醋 chīcù 嫉妬する。やきもちをやく。
36 她爱吃醋 tā ài chīcù 彼女はやきもちやきだ。
37 他好吃醋 tā hào chīcù 彼は嫉妬深い。
38 他吃醋了 tā chīcù le 彼はやきもちを焼いた。
39 醋劲儿 cùjìnr 嫉妬心。ジェラシー。
40 醋劲儿大 cùjìnr dà 嫉妬心が強い。
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41 醋意 cùyì 嫉妬心。ジェラシー。
42 怀着醋意 huái zhe cùyì やきもちをやく。
43 醋罐子 cùguànzi やきもちやき。嫉妬深い人。
44 她是个醋罐子 tā shì ge cùguànzi 彼女はやきもちやきです。
45 醋坛子 cùtánzi やきもちやき。嫉妬深い人。
46 女朋友是个醋坛子 nǚpéngyǒu shì ge cùtánzi 付き合ってる彼女はやきもちやきです。
47 羡慕 xiànmù うらやむ。
48 羡慕啊 xiànmù a うらやましいね。
49 好羡慕啊 hǎo xiànmù a とてもうらやましいね。
50 真羡慕你呀 zhēn xiànmù nǐ ya ほんとあなたがうらやましい。
51 真让人羡慕啊 zhēn ràng rén xiànmù a とってもうらやましいですね。
52 我很羡慕你啊 wǒ hěn xiànmù nǐ a あなたがうらやましいよ。
53 我羡慕她的幸运 wǒ xiànmù tā de xìngyùn 彼女の幸運がうらやましいです。
54 他羡慕地看看你 tā xiànmù de kàn kàn nǐ 彼がうらやましげにあなたを見る。
55 用羡慕的眼光看 yòng xiànmù de yǎnguāng kàn うらやましそうに見る。
56 看到年轻人, 十分羡慕 kàn dào niánqīng rén, shífēn xiànmù 若い人を見るととてもうらやましい。
57 不感到羡慕 bù gǎndào xiànmù うらやましいとは思わない。
58 不要羡慕别人了 bùyào xiànmù biérén le 他の人をうらやましがらないでください。
59 歆羡 xīnxiàn うらやむ。
60 让人歆羡不已 ràng rén xīnxiàn bùyǐ 人々をうらやましくさせてやまない。
61 欣羡 xīnxiàn あやかりたいと思う。
62 令人欣羡 lìng rén xīnxiàn うらやましく思わせる。
63 艳羡 yànxiàn 羨望する。
64 令人艳羡 lìng rén yànxiàn 羨望させられる。
65 称羡 chēngxiàn 称賛しうらやむ。
66 令人称羡 lìng rén chēngxiàn 称賛させられる。
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