
No 中国語 ピンイン 日本語

1 品味 pǐnwèi 味見する。味わう。人品や趣味。
2 品位 pǐnwèi 品位。グレード。芸術作品のレベル。
3 用舌尖品味 yòng shéjiān pǐnwèi 舌の先で味わう。
4 细细地品味 xìxì de pǐnwèi じっくり味わう。
5 品味菜肴 pǐnwèi càiyáo 料理を味わう。
6 品味胜利的喜悦 pǐnwèi shènglì de xǐyuè 勝利の喜びを味わう。
7 尝 cháng 味見する。味わう。経験する。
8 尝尝味道 chángcháng wèidào 味を見る。
9 尝到胜利 cháng dào shènglì 勝利を味わう。
10 尝尽千辛万苦 cháng jǐn qiānxīnwànkǔ 数々の苦難を味わう。
11 品尝 pǐncháng 吟味する。味わう。
12 品尝滋味 pǐncháng zīwèi おいしさを味わう。
13 品尝美味 pǐncháng měiwèi 美味を味わう。
14 品尝海鲜 pǐncháng hǎixiān シーフードを味わう。
15 品尝地方⻛味 pǐncháng dìfāng fēngwèi 地元の味を味わう。郷土料理を味わう。
16 品尝成功的喜悦 pǐncháng chénggōng de xǐyuè 成功の喜びを味わう。
17 品尝到生活艰辛 pǐncháng dào shēnghuó jiānxīn 生活の苦しみを味わうことになる。
18 尽情品尝 jìnqíng pǐncháng 心行くまで味わう。
19 尝受 chángshòu 身をもって知る。経験する。
20 尝受痛苦 chángshòu tòngkǔ 苦しみを味わう。
21 尝受孤独感 chángshòu gūdúgǎn 孤独感を味わう。
22 饱尝 bǎocháng 十分に味わう。苦しみなどをなめ尽くす。
23 饱尝辛酸 bǎocháng xīnsuān 辛酸をなめ尽くす。
24 饱尝乐趣 bǎocháng lèqù 醍醐味を十分に味わう。
25 饱尝山珍海味 bǎocháng shānzhēnhǎiwèi 山海の珍味を満喫する。
26 备尝 bèicháng つぶさになめる。十分に体験する。
27 艰苦备尝 jiānkǔ bèicháng 辛酸をなめ尽くす。
28 备尝艰苦 bèicháng jiānkǔ あらゆる辛苦をなめる。
29 备尝辛苦 bèicháng xīnkǔ あらゆる辛苦をなめる。
30 体尝 tǐcháng 苦しみなどを自ら体験してみる。
31 体尝永生的喜乐 tǐcháng yǒngshēng de xǐlè 人の魂がとこしえに生きる喜びと楽しみを体験する。
32 尝新 chángxiān 初物を食べる。
33 尝新的习俗 chángxīn de xísú 初物を食べる風俗習慣。
34 尝鲜 chángxīn とれたてのものを食べる。初ものを食べる。
35 秋季尝鲜 qiūjì chángxiān 秋の味覚を味わう。
36 欣赏 xīnshǎng 鑑賞する。楽しむ。享受する。好む。気に入る。
37 欣赏滋味 xīnshǎng zīwèi 味わう。かみ締める。
38 欣赏绘画 xīnshǎng huìhuà 絵画を鑑賞する。
39 欣赏景色 xīnshǎng jǐngsè 景色を味わう。
40 电影欣赏 diànyǐng xīnshǎng 映画鑑賞。
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41 鉴赏 jiànshǎng 鑑賞する。
42 鉴赏力 jiànshǎnglì 鑑賞力。眼力。目利き。
43 鉴赏绘画 jiànshǎng huìhuà 絵画を鑑賞する。
44 音乐鉴赏 yīnyuè jiànshǎng 音楽鑑賞。
45 玩味 wánwèi かみしめて味わう。
46 玩味玩味 wànwèiwànwèi かみしめて味わう。
47 玩味诗歌语言 wánwèi shīgē yǔyán 詩歌の言葉をじっくり味わう。
48 他的话值得玩味 tā de huà zhíde wànwèi 彼の言葉はじっくり味わう価値がある。
49 寻味 xúnwèi 味わう。じっくり考える。意味を味わう。
50 耐人寻味 nài rén xún wèi 文章や言葉に含蓄があり、味わいがある。
51 值得寻味的城市 zhíde xúnwèi de chéngshì じっくり味わう価値がある都市。
52 享受 xiǎngshòu 享受する。物質的または精神的満足。
53 尽情享受 jìnqíng xiǎngshòu 心行くまで味わう。
54 享受人生 xiǎngshòu rénshēng 人生を享受する。人生を味わう。
55 享受大自然 xiǎngshòu dàzìrán 大自然を満喫する。
56 享用 xiǎngyòng 享受する。使って楽しむ。エンジョイする。
57 请享用 qǐng xiǎngyòng 楽しんでください。召し上がってください。
58 享用日本酒 xiǎngyòng rìběnjiǔ 日本酒を楽しむ。
59 体验 tǐyàn 体験する。体験。
60 体验到欧洲⻛情 tǐyàn dào ōuzhōu fēngqíng ヨーロッパ風情(ふぜい)を味わうことになる。
61 体会 tǐhuì 体得する。感じ取る。
62 体会辛苦 tǐhuì xīnkǔ 苦労を知る。
63 体味 tǐwèi 細かい所まで体得する。味わう。
64 体位 tǐwèi 体位。姿勢。
65 体味孤独 tǐwèi gūdú 孤独をかみしめる。
66 经验 jīngyàn 経験する。経験。
67 他有很多好的经验 tā yǒu hěnduō hǎo de jīngyàn 彼はたくさんの良い経験をしている。
68 经历 jīnglì 体験する。経験。
69 经历了地狱的苦难 jīnglì le dìyù de kǔnàn 地獄の苦しみを経験する。
70 饱经 bǎojīng つぶさに経験する。
71 饱经⻛霜 bǎojīng fēngshuāng 辛酸をなめ尽くす。
72 饱经忧患 bǎojīng yōuhuàn 辛酸をなめ尽くす。
73 感受 gǎnshòu 感じ取る。影響を受ける。体験から得た考え。体得。
74 感受到压力 gǎnshòu dào yālì ストレスを感じる。プレッシャーを味わう。
75 咂 zā 味をよく吟味する。舌を鳴らす。口をすぼめてすする。
76 咂了一口 zā le yī kǒu 一口すする。
77 咂着嘴吃 zā zhe zuǐ chī 舌つづみを打つ。
78 咂摸 zāmo 味をじっくり味わう。意味や内容を深く考える。
79 咂摸咂摸 zāmozāmo 味をじっくり味わう。意味や内容を深く考える。
80 咂摸滋味 zāmo zīwèi うまみを味わう。
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81 咀 jǔ よくかむ。
82 含英咀华 hán yīng jǔ huá 文章の重要な部分を十分にかみしめる。
83 咀嚼 jǔjué 咀嚼(そしゃく)する。繰り返し考え味わう。
84 咀嚼滋味 jǔjué zīwèi うまみを味わう。
85 咀嚼他的话 jǔjué tā de huà 彼の言葉をかみしめる。
86 领略 lǐnglüè 認識する。
87 领略滋味 lǐnglüè zīwèi 味わう。かみしめる。
88 细味 xìwèi 細かに味わう。
89 细味其言 xìwèi qí yán そのことばを深く味わう。
90 回味 huíwèi 味わい。かみしめる。後味。
91 回味他说的话 huíwèi tā shuō de huà 彼が話した言葉をかみしめる。
92 细嚼慢咽 xì jiáo màn yàn よくかんでゆっくり飲み込む。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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