
No 中国語 ピンイン 日本語

1 抱 bào 抱く。抱える。子や孫が初めてできる。一つにまとまる。考えや思いを抱く。

2 抱抱我 bào bào wǒ 私をハグして。
3 请抱紧我 qǐng bào jǐn wǒ 私を抱きしめてください。
4 想要抱紧你 xiǎng yào bào jǐn nǐ あなたを抱きしめたい。
5 我可以抱你吗? wǒ kěyǐ bào nǐ ma あなたをハグしてもいいですか。
6 我可以抱你一下吗? wǒ kěyǐ bào nǐ yīxià ma あなたをハグしてもいいですか。
7 紧抱 jǐn bào 抱き付く。
8 抱住 bàozhù 抱き付く。
9 紧紧抱住 jǐnjǐn bàozhù 抱きしめる。
10 相抱 xiāngbào 抱き合う。
11 相抱恭喜 xiāngbào gōngxǐ 抱き合って喜ぶ。
12 搂 lǒu 抱く。抱き付く。
13 把孩子搂在怀里 bǎ háizi lǒu zài huái li 子供を抱きしめる。
14 搂紧 lǒujǐn 抱きしめる。
15 搂住 lǒuzhù 抱き付く。
16 揣 chuāi ポケットや懐の中におさめる。
17 把孩子揣在怀里 bǎ háizi chuāi zài huái li 子供を懐に抱える。
18 搂抱 lǒubào 両腕で抱きかかえる。
19 搂搂抱抱 lǒuloubàobào 両腕で抱きかかえる。
20 两人搂搂抱抱 liǎng rén lǒuloubàobào 二人は抱き合う。
21 拥抱 yōngbào 抱き合う。抱擁する。
22 我想拥抱你 wǒ xiǎng yǒngbào nǐ あなたを抱きしめたい。
23 我想被你紧紧拥抱 wǒ xiǎng bèi nǐ jǐnjǐn yǒngbào あなたに強く抱きしめて欲しい。
24 怀抱 huáibào ふところに抱く。胸。ふところ。心に抱く。抱負。胸の内。
25 怀抱着小孩儿 huáibào zhe xiǎoháir 胸に子供を抱いている。
26 抱拢 bàolǒng 抱きかかえる。
27 能不能双手把它抱拢? néng bunéng shuāngshǒu bǎ tā bàolǒng それを両手で抱えられますか。
28 合抱 hébào 両腕でかかえる。
29 合抱的大树 hébào de dàshù ひと抱えもある大木。
30 吻 wěn くちづけする。唇。動物の口。
31 吻我 wěn wǒ キスして。
32 吻别 wěnbié キスをして別れる。
33 ⻜吻 fēiwěn 投げキスする。
34 送⻜吻 sòng fēiwěn 投げキスをする。
35 给他⻜了一个吻 gěi tā fēi le yī ge wěn 彼に投げキスをした。
36 送吻 sòngwěn 投げキスする。
37 初吻 chūwěn 初めてのキス。
38 热吻 rèwěn 激しく口づけをする。
39 轻吻 qīngwěn 軽く口づけをする。
40 轻轻地吻了一下脸颊 qīngqīng de wěn le yīxià liǎnjiá 頬にそっとキスした。
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41 接吻 jiēwěn キスをする。
42 跟她接吻 gēn tā jiēwěn 彼女とキスをする。
43 接了一个吻 jiē le yī ge wěn キスをした。
44 亲 qīn くちづけする。血のつながった。親しい。自ら。
45 我想亲你 wǒ xiǎng qīn nǐ あなたにキスしたい。
46 可以亲你吗? kěyǐ qīn nǐ ma キスしていいですか。
47 亲亲你的额头 qīnqīn nǐ de étóu あなたの額にキスする。
48 亲吻 qīnwěn キスする。
49 热烈地亲吻 rèliè de qīnwěn 熱烈なキスをする。
50 在街上亲吻她 zài jiē shàng qīnwěn tā 街中で彼女にキスする。
51 亲嘴 qīnzuǐ キスする。
52 亲嘴儿 qīnzuǐr キスする。
53 亲了一个嘴 qīn le yī ge zuǐ キスした。
54 亲了一下嘴 qīn le yīxià zuǐ キスした。
55 热烈地亲嘴 rèliè de qīnzuǐ 熱烈なキスをする。
56 亲热 qīnrè 親密だ。懇意だ。
57 亲亲热热 qīnqinrèrè 親密だ。懇意だ。
58 两人亲热接吻 liǎng rén qīnrè jiēwěn 二人は親密にキスする。
59 两人亲亲热热 liǎng rén qīnqinrèrè 二人は仲むつまじい。
60 贴脸 tiē liǎn 頬ずりをする。
61 跟孩子贴脸 gēn háizi tiē liǎn 子どもに頬ずりをする。
62 以脸蹭脸 yǐ liǎn cèng liǎn 顔で顔をこする。頬ずりをする。
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