
No 中国語 ピンイン 日本語

1 边 biān 〜の側。⽅向を表す。へり。ふち。そば。
2 边儿 biānr 〜の側。⽅向を表す。へり。ふち。そば。
3 一边 yībiān 一⽅面。一面。片側。片⽅。そば。わき。同じようだ。
4 右边 yòubiān 右側。右の⽅。
5 左边 zuǒbiān 左側。左の⽅。
6 这边 zhèbiān こちら。このあたり。
7 那边 nàbiān あちら。あのあたり。
8 上边 shàngbian 上。上の⽅。
9 外边 wàibian 外。外の⽅。
10 ⻄边 xībian ⻄。⻄の⽅。
11 半边 bànbiān 片一⽅。半分。
12 半边儿 bànbiānr 片一⽅。半分。
13 两边 liǎngbiān 両側。両端。二⽅向。二箇所。当事者の双⽅。
14 侧 cè わき。横。傾ける。斜めにする。
15 一侧 yī cè 片側。〜の側。
16 单测 dān cè 片側。〜の一面。
17 右侧 yòu cè 右側。
18 左侧 zuǒ cè 左側。
19 两侧 liǎng cè 両側。両端。
20 左右两侧 zuǒyòu liǎng cè 左右両側。左右両端。
21 面 miàn ⽅面。側。おもて。表面。平らなものを数える言葉。麺類。

22 一面 yīmiàn 一つの面。一⽅面。一度会ったことがある。
23 右面 yòumiàn 右側。
24 右面儿 yòumiànr 右側。
25 左面 zuǒmiàn 左側。
26 左面儿 zuǒmiànr 左側。
27 双面 shuāngmiàn 両側。両面。
28 双面儿 shuāngmiànr 両側。両面。
29 两面 liǎngmiàn 両面。表と裏。両側。二つの⽅向。相対する二面。
30 ⽅ fāng 〜の⽅。一⽅。一面。⽅形。⽅法。はじめて。まさに。
31 一⽅ yī fāng 当事者のうちの一⽅。片⽅。一地⽅。
32 右⽅ yòufāng 右側。右の⽅。
33 左⽅ zuǒfāng 左側。左の⽅。
34 双⽅ shuāngfāng 両⽅。両者。
35 两⽅ liǎng fāng 両側。両者。
36 一⽅面 yīfāngmiàn 一⽅面。物事の一面。
37 双⽅面 shuāngfāngmiàn 両⽅面。
38 两⽅面 liǎng fāngmiàn 両側。相対する二つの面。
39 靠 kào 寄りかかる。立てかける。近づける。頼る。
40 靠右走 kào yòu zǒu 右側を歩く。
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41 另 lìng 別の。他の。ほかに。別に。
42 只 zhī 対になっているものの片⽅を数えることば。動物、船、日用品を数えることば。

43 一只手 yī zhī shǒu 一つの手。片手。
44 两只手 liǎng zhī shǒu 二つの手。両手。
45 一只脚 yī zhǐ jiǎo 一つの足。片足。
46 两只脚 liǎng zhī jiǎo 二つの足。両足。
47 一只眼 yī zhǐ yǎn 一つの目。片目。
48 一只眼睛 yī zhī yǎnjing 一つの目。片目。
49 两只眼睛 liǎng zhī yǎnjing 二つの目。両目。
50 一只鞋 yī zhǐ xié 一つの靴。片⽅の靴。
51 另一只鞋 lìng yī zhǐ xié 他の一つの靴。もう片⽅の靴。
52 双手 shuāngshǒu 両手。
53 双脚 shuāngjiǎo 両足。
54 双眼 shuāngyǎn 両目。
55 双目 shuāngmù 両目。
56 一双眼睛 yīshuāng yǎnjing 一対の目。両目。
57 一旁 yīpáng わき。傍ら。
58 两旁 liǎngpáng 両側。
59 两者 liǎngzhě 両者。双⽅。
60 二者 èrzhě 二者。両者。
61 单行线 dānxíngxiàn 片側通行。
62 单测通行 dān cè tōngxíng 片側通行。
63 单向通行 dān xiàng tōngxíng 一⽅通行。
64 双向通行 shuāng xiàng tōngxíng 双⽅通行。
65 选一个 xuǎn yī ge 一つを選ぶ。片⽅を選ぶ。
66 请选择A还是B qǐng xuǎnzé A háishì B AかBのどちらかを選んでください。
67 喜欢哪一个? xǐhuan nǎ yī ge どれが好きですか。どちらが好きですか。
68 我都喜欢 wǒ dōu xǐhuan 私はどれも好き。私はどちらも好き。
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