
No 中国語 ピンイン 日本語

1 大人 dàren おとな。⻑官に対する敬称。
2 大人 dàrén 書簡などで⽤いる年⻑者に対する敬称。
3 大人物 dàrénwù 大人物。地位や名誉のある人。VIP。
4 请给我两张大人票和一张儿童票 qǐng gěi wǒ liǎng zhāng dàren piào hé yī zhāng értóng piào 大人⽤チケット２枚と子供⽤チケット１枚下さい。
5 成年 chéngnián 成人する。おとなになる。動植物が成熟する。一年中。
6 成年人 chéngniánrén おとな。
7 未成年 wèichéngnián 未成年。未成年の。
8 成年男子 chéngnián nánzǐ 成年男子。一人前の男。
9 成年女子 chéngnián nǚzǐ 成年女子。一人前の女。
10 成年男人 chéngnián nánrén 成年男性。一人前の男。
11 成年女人 chéngnián nǚrén 成年女性。一人前の女。
12 成年男性 chéngnián nánxìng 成年男性。一人前の男。
13 成年女性 chéngnián nǚxìng 成年女性。一人前の女。
14 到达成年 dàodá chéngnián 成年に達する。
15 成年仪式 chéngnián yíshì 成人儀式。
16 男士 nánshì 成年男子に対する尊称。
17 女士 nǚshì 成年女子に対する尊称。
18 成丁 chéngdīng 男子が成年に達する。成年男子。
19 壮丁 zhuàngdīng 壮年の男子。
20 成人 chéngrén 成人。おとなになる。成人する。
21 成人仪式 chéngnián yíshì 成人儀式。
22 成人电影 chéngrén diànyǐng 成人向けの映画。
23 成人影片 chéngrén yǐngpiàn 成人向けの映画。
24 成人录像 chéngrén lùxiàng アダルトビデオ。エロ動画。
25 成人商店 chéngrén shāngdiàn アダルトショップ。
26 成人⽤品店 chéngrén yòngpǐn diàn アダルトショップ。
27 成人⽤品商店 chéngrén yòngpǐn shāngdiàn アダルトショップ。
28 ⻩⾊录像 huángsè lùxiàng アダルトビデオ。エロ動画。
29 ⾊情片 sèqíng piàn アダルトビデオ。エロ動画。
30 A片 A piàn アダルトビデオ。エロ動画。
31 翅膀硬了 chìbǎng yìng le 翼が強くなる。一人前になる。自立する。
32 孩子翅膀硬了 háizi chìbǎng yìng le 子どもは自立した。子どもは一人前になった。
33 独立 dúlì 単独で立つ。独立する。独り立ちする。
34 离开⽗⺟独立 líkāi fùmǔ dúlì 親を離れて独立する。親離れする。
35 独力 dúlì 自分だけの力で〜する。
36 独力经营 dúlì jīngyíng 一人で経営する。
37 自立 zìlì 自立する。
38 自立谋生 zìlì móushēng 自立して生計を立てる。独り立ちする。
39 ⻓成 zhǎngchéng 育って〜になる。〜に成⻑する。
40 ⻓成大人 zhǎngchéng dàren 大人になる。
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41 ⻓到 zhǎng dào 育って〜になる。〜に成⻑する。
42 ⻓到成人 zhǎng dào chéngrén 成年に達する。
43 ⻓大 zhǎngdà 育つ。大きくなる。
44 ⻓大成人 zhǎngdà chéngrén 大人になる。
45 孩子总会⻓大成人的 háizi zǒnghuì zhǎng dà chéngrén de 子供はいつか大人になる。
46 像大人一样 xiàng dàren yīyàng 大人びる。大人並み。
47 小孩子象大人一样成熟 xiǎo háizi xiàng dàrén yīyàng chéngshú 子供は大人のように成熟します。
48 像大人样儿 xiàng dàrén yàngr 大人びる。大人並み。
49 大人气 dàrénqì 大人らしさ。
50 带大人气 dài dàrénqì 大人びる。
51 老成 lǎochéng 経験が豊富で落ち着いている。
52 老成起来 lǎochéng qǐlái 大人びる。
53 少年老成 shào nián lǎo chéng 若いのにしっかりしている。若年寄り。
54 ⻓者 zhǎngzhě 年⻑者。⾼齢で徳の⾼い人。
55 ⻓者之⻛ zhǎngzhě zhī fēng 大人の風格。
56 年⻓ niánzhǎng 年⻑だ。年上だ。
57 年⻓者 niánzhǎngzhě 年⻑者。
58 年尊 niánzūn 年輩だ。
59 年尊辈⻓ niánzūn bèi zhǎng 年⻑者。
60 份 fèn 一そろい。１セット。全体をいくつかにわけた、その一つ。
61 份儿 fènr 一そろい。１セット。全体をいくつかにわけた、その一つ。
62 一份 yī fèn 一そろい。一人前。１セット。
63 一份儿 yī fènr 一そろい。一人前。１セット。
64 一份儿饭 yī fènr fàn 食事一人前。
65 半人份儿 bànrénfènr 半人前。
66 半人份儿的工作 bànrénfènr de gōngzuò 半人前の仕事。
67 成熟 chéngshú 生物が成熟する。考えや条件がまとまる。
68 成熟的气质 chéngshú de qìzhí 成熟した気質。大人っぽい。
69 绅士⻛度 shēnshì fēngdù 紳士の風格。大人っぽい。
70 有绅士⻛度 yǒu shēnshì fēngdù 紳士の風格がある。大人っぽさがある。
71 优雅 yōuyǎ 優美で上品である。優雅だ。
72 优雅的气氛 yōuyǎ de qìfēn エレガントな雰囲気。大人っぽい洗練された雰囲気。
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