
No 中国語 ピンイン 日本語

1 深 shēn 深い。深さ。時間がたっている。深く。十分に。奥深く難しい。親密だ。色が濃い。

2 深山 shēnshān 人里離れた奥深い山。深山。
3 深海 shēnhǎi 深海。
4 这条河很深 zhè tiáo hé hěn shēn この川は深い。
5 造诣很深 zàoyì hěn shēn 造詣(ぞうけい)が深い。
6 深水 shēnshuǐ 水深のあるところ。水中の深いところ。
7 水手屏息潜入了深水 shuǐshǒu bǐngxí qiánrùle shēnshuǐ 船乗りは息を殺して水中の深いところに潜った。
8 深处 shēnchù 深いところ。奥まった場所。
9 密林深处 mìlín shēnchù 密林の奥。
10 内心深处 nèixīn shēnchù 心の奥底。
11 深深 shēnshēn 深く。しっかりと。
12 深深的慈爱 shēnshēn de cí'ài 深い慈愛。
13 我被你的话深深感动了 wǒ bèi nǐ de huà shēnshēn gǎndòng le 私はあなたの言葉に深く感動させられました。
14 深深地坐在椅子上 shēnshēn de zuò zài yǐzi shàng 椅子に深々と座る。椅子に身を沈める。
15 深度 shèndù 深さ。認識や仕事の奥深さ。より高く発展する程度。度が強い。

16 湖水的深度 húshuǐ de shēndù 湖水の深さ。
17 深浅 shēnqiǎn 深さ。分別。ほど。
18 河水的深浅 héshuǐ de shēnqiǎn 川の水の深さ。
19 不知深浅 bùzhī shēnqiǎn 分別を知らない。分別がない。
20 深层 shēncéng 深層。奥深くの。さらに踏み込んだ。
21 深层意义 shēncéng yìyì 深く掘り下げた意義。深い意味。
22 深层原因 shēncéng yuányīn より深いところに根ざす原因。さらに掘り下げたところの原因。

23 地球深层 dìqiú shēncéng 地球の深層部。
24 深层心里 shēncéng xīnlǐ 深層心理。
25 深广 shēnguǎng 深くて広い。
26 意义深广 yìyì shēnguǎng 意義深い。
27 ⻅识深广 jiànshì shēnguǎng 見識が深くて広い。
28 深沉 shēnchén 程度が深い。音が低い。沈着で感情を表に出さない。
29 深沉的哀悼 shēnchén de āidào 深い哀悼(あいとう)。
30 深意 shēnyì 深い意味。
31 含有深意 hányǒu shēnyì 深い意味を含んでいる。
32 带有深意 dàiyǒu shēnyì 深い意味を持っている。
33 没有什么深意 méiyǒu shénme shēnyì 何も深い意味はない。
34 深⻓ shēncháng 意味深い。
35 意味深⻓ yìwèi shēncháng 意味深⻑だ。
36 意味深⻓地笑了笑 yìwèi shēncháng de xiào le xiào 意味ありげに笑った。
37 语意深⻓ yǔyì shēncháng ことばの意味が深い。
38 寓意深⻓ yùyì shēncháng 込められた意味が深い。
39 情意深⻓ qíngyì shēncháng 情が深い。
40 用意深⻓ yòngyì shēncháng 思慮が深い。意図が深い。

深い、奥深い、深まる   1/6

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 含蓄 hánxù 含んでいる。含みをもつ。含蓄(がんちく)がある。奥にひそませている。

42 涵蓄 hánxù 含んでいる。含みをもつ。含蓄(がんちく)がある。奥にひそませている。

43 他的话很含蓄 tā de huà hěn hánxù 彼の話は含蓄(がんちく)がある。彼の話には含みがある。
44 隽永 juànyǒng ことばや詩⽂が意味深⻑だ。含蓄がある。
45 语言隽永 yǔyán juànyǒng ことばが味わい深い。
46 耐人寻味 nài rén xún wèi ことばや作風に含蓄があり、味わいがある。
47 这很耐人寻味 zhè hěn nàirénxúnwèi これは味わい深い。
48 画⻛简洁明快又耐人寻味 huà fēng jiǎnjié míngkuài yòu nàirénxúnwèi 画風は簡潔明快且つ味わい深い。
49 深不可测 shēn bù kě cè 深くて計り知れない。
50 深不可测的人 shēnbùkěcè de rén 底知れない人。
51 疫情黑洞深不可测 yìqíng hēidòng shēnbùkěcè 疫病が生んだブラックホールは底知れない。
52 深远 shēnyuǎn 意味などが大きい。深遠だ。
53 意义深远 yìyì shēnyuǎn 意味が奥深い。意義深い。
54 深远的影响 shēnyuǎn de yǐngxiǎng 深い影響。
55 谋略深远 móulüè shēnyuǎn 深謀遠慮(しんぼうえんりょ)。ずっと先まで考えをめぐらす。

56 深谋远虑 shēn móu yuǎn lǜ 深謀遠慮(しんぼうえんりょ)。ずっと先まで考えをめぐらす。

57 他深谋远虑 tā shēnmóuyuǎnlǜ 彼は深謀遠慮(しんぼうえんりょ)する。
58 深邃 shēnsuì 深い。奥まっている。道理などが奥深い。
59 深邃的山谷 shēnsuì de shāngǔ 深い谷。
60 深邃的真理 shēnsuì de zhēnlǐ 奥深い真理。
61 深奥 shēn'ào 奥深くてわかりにくい。深遠だ。
62 内容深奥 nèiróng shēn'ào 内容が奥深くてわかりにくい。
63 深奥的道理 shēn'ào de dàolǐ 奥深い道理。
64 玄奥 xuán’ào 奥深い。深奥(しんおう)だ。
65 玄奥的道理 xuán’ào de dàolǐ 奥深い道理。
66 玄妙 xuánmiào 奥深く、微妙でとらえがたい。
67 玄妙的教义 xuánmiào de jiàoyì 奥深く、微妙でとらえがたい教義。
68 奥义 àoyì 奥深い道理。
69 宇宙的奥义 yǔzhòu de àoyì 宇宙の奥深い道理。
70 奥秘 àomì 奥義。神秘。
71 宇宙的奥秘 yǔzhòu de àomì 宇宙の神秘。
72 奥妙 àomiào 道理や技芸が奥深くとらえがたい。
73 宇宙的奥妙 yǔzhòu de àomiào 宇宙の神秘。
74 神奇奥妙 shénqí àomiào 奇妙でとらえがたい。まか不思議である。
75 奇妙 qìmiào 珍しくて興味をそそる。みごとだ。
76 奇妙的动物世界 qímiào de dòngwù shìjiè 興味深い動物の世界。
77 玄 xuán 道理や意味が奥深い。深遠で理解しにくい。でたらめだ。あてにならない。

78 玄理 xuánlǐ 奥深い学理。
79 玄机 xuánjī 計り知れず奥の深い道理。巧みな計策(けいさく)。
80 很玄的东⻄ hěn xuán de dōngxi あてにならないもの。
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81 玄远 xuányuǎn 深遠だ。奥深い。
82 奥妙玄远的道德 àomiào xuányuǎn de dàodé 奥深く深遠な道徳。
83 玄之又玄 xuán zhī yòu xuán きわめて奥が深く不可思議だ。
84 玄之又玄的理论 xuánzhīyòuxuán de lǐlùn きわめて奥が深く不可思議な理論。
85 窅然 yǎo rán 奥深く遠い様子。
86 山谷窅然 shāngǔ yǎo rán 谷あいは奥深い。
87 高深 gāoshēn 学問や技術の水準が高く奥深い。
88 高深的学问 gāoshēn de xuéwèn 奥深い学問。高尚な学問。
89 奥博 àobó 知識や理論に深く通じている。⽂章などの意味が奥深い。
90 ⽂辞奥博 wéncí àobó ⽂章の意味が深くて広い。
91 渊博 yuānbó 学識や知識が広く深い。
92 渊博的知识 yuānbó de zhīshì 広く深い知識。
93 知识渊博 zhīshì yuānbó 博学だ。
94 渊深 yuānshēn 学識や知識が深い。
95 学问渊深 xuéwèn yuānshēn 学識が深い。
96 精深 jīngshēn 学問や研究に深く精通している。
97 博大精深 bó dà jīng shēn 深い学識や考えを有している。
98 精微 jīngwēi すみずみまで精通している。
99 博大精微 bódà jīngwēi 知識が広くて奥深い。博識だ。
100 深知 shēnzhī 十分に理解している。よく知っている。
101 她深知责任重大 tā shēnzhī zérèn zhòngdà 彼女は責任が重大であることをよく理解している。
102 深湛 shēnzhàn 深くて詳しい。
103 学识深湛 xuéshì shēnzhàn 学識が深い。
104 沉 chén 程度が深い。水中に沈む。沈み込む。落ち着かせる。目方が重い。

105 睡得很沉 shuì de hěn chén ぐっすり眠る。
106 沉沉 chénchén ずっしり重い。程度が深い。
107 雾气沉沉 wùqì chénchén 霧が深い。
108 沉睡 chénshuì 熟睡する。深く眠る。
109 陷入沉睡 xiànrù chénshuì 深い眠りに落ちる。
110 熟睡 shúshuì 熟睡する。深く眠る。
111 进入熟睡 jìnrù shúshuì 深い眠りに落ちる。
112 沉思 chénsī 深く考え込む。もの思いに沈む。
113 陷入沉思 xiànrù chénsī もの思いにふける。
114 幽谷 yōugǔ 奥深い谷。
115 深山幽谷 shēnshān yōugǔ 奥深い山や谷。
116 幽邃 yōusuì 風景が奥深くひっそりしている。考えが奥深い。
117 幽邃情趣 yōusuì qíngqù 幽玄。趣きが深く、高尚で優美。
118 幽婉 yōuwǎn 奥深く味わいがある。
119 幽宛 yōuwǎn 奥深く味わいがある。
120 幽婉的诗篇 yōuwǎn de shīpiān 味わい深い詩。
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121 幽幽 yōuyōu 音や光がかすかだ。ほのかだ。深遠な。奥深い。
122 幽幽峡谷 yōuyōu xiágǔ 奥深い峡谷(きょうこく)。
123 幽深 yōushēn 奥深くひっそりとしている。
124 山林幽深 shānlín yōushēn 山林は奥深くひっそりとしている。
125 幽远 yōuyuǎn 奥深くひっそりとしている。深遠である。
126 幽远的森林 yōuyuǎn de sēnlín 奥深くひっそりとしている森。
127 意境幽远 yìjìng yōuyuǎn 作品に込められた境地が深い。
128 幽微 yōuwēi かすかだ。ほのかだ。奥深く精緻(せいち)だ。
129 含义幽微 hányì yōuwēi 含み持つ意味が奥深く精緻(せいち)だ。
130 幽微的花香 yōuwēi de huāxiāng ほのかな花の香り。
131 幽雅 yōuyǎ 静かで趣きがある。
132 曲调幽雅 qǔdiào yōuyǎ メロディーが味わい深い。
133 横生 héngshēng いっぱいあふれる。草などが雑然と生える。予想外に起きる。

134 妙趣横生 miào qù héng shēng すばらしい味わいに満ちている。味わい深い。
135 奇趣横生 qí qù héng shēng 奇抜な趣きにあふれている。味わい深い。
136 逸趣横生 yì qù héng shēng すばらしい趣きにあふれている。味わい深い。
137 一唱三叹 yī chàng sān tàn 一人が歌えば三人が感嘆して唱和する。すばらしい詩⽂を賞賛する。

138 一唱三叹的古典诗词 yīchàngsāntàn de gǔdiǎn shīcí 味わい深い古典の詩。
139 韵味 yùnwèi 内に込められた趣。味わい。
140 韵味无穷 yùnwèi wúqióng しみじみとした味わいがつきない。
141 很有韵味 hěn yǒu yùnwèi とても味わいがある。
142 玩味 wánwèi かみしめて味わう。
143 玩味玩味 wánwèiwánwèi かみしめて味わう。
144 令人玩味 lìng rén wànwèi 人にかみしめて味わうようにさせる。味わい深い。
145 耐人玩味 nài rén wànwèi 玩味(がんみ)に耐える。味わい深い。
146 深入 shēnrù 深く入る。
147 深入浅出 shēn rù qiǎn chū 内容が深いが、ことばはわかりやすい。
148 深入显出 shēn rù xiǎn chū 内容が深いが、ことばはわかりやすい。
149 深入人心 shēn rù rén xīn 思想や理論などが人の心に深く入り込む。
150 深化 shēnhuà 深化する。深化させる。
151 认识深化 rènshí shēnhuà 認識が深まる。
152 深究 shēnjiū 深く追求する。
153 深究技术 shēnjiù jìshù 技術を深く追求する。
154 探究 tànjiū 究明する。
155 探究历史规律 tànjiū lìshǐ guīlǜ 歴史の法則を究明する。
156 深造 shēnzào 深く研究する。研鑽(けんさん)を積む。
157 进一步深造 jìnyībù shēnzào 更に一歩、深く研究する。
158 出国深造 chūguó shēnzào 国を出て研鑽(けんさん)を積む。国を出て勉強する。
159 深思 shēnsī 深く考える。
160 深思熟虑 shēn sī shú lǜ じっくり考える。
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161 深明大义 shēn míng dà yì 道理をよくわきまえている。大局を知り尽くしている。
162 皇太后深明大义 huángtàihòu shēnmíngdàyì 皇太后(こうたいごう)は大義をよくわきまえている。
163 深情 shēnqíng 深い情。
164 深情厚谊 shēn qíng hòu yì 深くて厚い友情。
165 深厚 shēnhòu 感情が深い。厚い。基礎が固い。
166 深厚的感情 shēnhòu de gǎnqíng 深い思い。
167 深厚的友情 shēnhòu de yǒuqíng 深い友情。
168 友情深厚 yǒuqíng shēnhòu 友情に厚い。
169 深交 shēnjiāo 深い交わり。親しく付き合う。
170 有深交的朋友 yǒu shēnjiāo de péngyou 深交のある友人。
171 深挚 shēnzhì 真心がこもっている。誠意がある。
172 深挚的爱情 shēnzhì de àiqíng 心からの愛情。深い愛情。
173 深切 shēnqiè 心がこもる。理解などが深くて的確だ。
174 深切的同情 shēnqiè de tóngqíng 心からの同情。深い同情。
175 深切地感到 shēnqiè de gǎndào 痛切に感じる。
176 深谈 shēntán じっくりと話す。
177 两人深谈 liǎng rén shēntán 二人はじっくりと話をする。
178 深信 shēnxìn 深く信じる。
179 深信不疑 shēnxìn bù yí 深く信じて疑わない。信じ切る。
180 深省 shēnxǐng 深く悟る。深く考える。
181 深醒 shēnxǐng 深く悟る。深く考える。
182 发人深省 fā rén shēn xǐng 大いに考えさせられる。
183 深仇大恨 shēn chóu dà hèn 深い恨み。
184 怀有深仇大恨 huái yǒu shēnchóudàhèn 深い恨みを抱く。
185 深渊 shēnyuān 深い淵。危険や苦しみのたとえ。
186 绝望的深渊 juéwàng de shēnyuān 絶望のどん底。
187 深重 shēnzhòng 罪や災難などがひどい。深刻だ。
188 罪孽深重 zuìniè shēnzhòng 罪が深い。
189 深重的灾难 shēnzhòng de zāinàn 深刻な災難。
190 深刻 shēnkè 深くまで達している。深く刻み込まれている。
191 印象深刻 yìnxiàng shēnkè 印象が深い。
192 印象很深刻 yìnxiàng hěn shēnkè 印象が深い。
193 深刻的印象 shēnkè de yìnxiàng 深い印象。
194 深刻的内容 shēnkè de nèiróng 深い内容。
195 深刻地反省 shēnkè de fǎnxǐng 深く反省する。
196 深表 shēn biǎo 深く表す。
197 深表谢意 shēn biǎo xièyì 深く謝意を表す。
198 深表歉意 shēn biǎo qiànyì 深く謝罪の意を表す。
199 深表遗憾 shēn biǎo yíhàn 深く遺憾(いかん)の意を表す。
200 深表哀悼 shēn biǎo āidào 深く哀悼(あいとう)を表す。
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201 深表祝贺 shēn biǎo zhùhè お慶(よろこ)び申し上げます。
202 衷心 zhōngxīn 心からの。
203 衷心表示哀悼 zhōngxīn biǎoshì āidào 謹んでお悔やみ申し上げます。
204 加深 jiāshēn 深める。
205 加深了解 jiāshēn liǎojiě 理解を深める。
206 加深理解 jiāshēn lǐjiě 理解を深める。
207 认识加深 rènshi jiāshēn 認識が深まる。
208 加深友谊 jiāshēn yǒuyì 友情を深める。友好を深める。
209 加深友情 jiāshēn yǒuqíng 友情を深める。
210 加深交情 jiāshēn jiāoqing 親交を深める。
211 秋色加深 qiūsè jiāshēn 秋が深まる。
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