
No 中国語 ピンイン 日本語

1 空手 kōngshǒu 手に何ももたない。
2 空手儿 kōngshǒur 手に何ももたない。
3 空手捉⻥ kōngshǒu zhuō yú 素手で魚をつかむ。
4 空手抓东⻄ kōngshǒu zhuā dōngxi 素手で物をつかむ。
5 空手而归 kōng shǒu ér guī 手ぶらで帰る。成果なしに帰る。
6 空手来空手去 kōngshǒu lái kōngshǒu qù 手ぶらで来て、手ぶらで行く。
7 空手道 kōngshǒudào 空手道。
8 徒手 túshǒu 素手だ。徒手(としゅ)で。
9 徒手抓⻥ túshǒu zhuā yú 素手で魚をつかむ。
10 徒手作战 túshǒu zuòzhàn 素手で戦う。
11 徒手搏斗 túshǒu bódòu 素手で格闘する。
12 徒手格斗 túshǒu gédòu 素手で格闘する。
13 素手 sùshǒu 素手。手ぶら。
14 素手夺刀 sùshǒu duó dāo 素手で刀を奪う。
15 素手而归 sùshǒu ér guī 手ぶらで帰る。成果なしに帰る。
16 白手 báishǒu 白い手。素手。無一文。
17 白手夺刀 báishǒu duó dāo 素手で刀を奪う。
18 白手起家 bái shǒu qǐ jiā 無一文から事業を起こす。
19 白手成家 bái shǒu chéng jiā 無一文から事業を起こす。
20 赤手 chìshǒu 赤手(せきしゅ)。手に何も持っていないこと。
21 赤手迎敌 chìshǒu yíngdí 素手で敵に立ち向かう。
22 赤手空拳 chì shǒu kōng quán 両手はからっぽで、盾にするものが何もない。徒手空拳(としゅくうけん)だ。

23 光 guāng 衣服などで覆わない。光。栄誉。つるつるしている。残っていない。ただそれだけ。

24 光脚 guāngjiǎo 素足。
25 光着手 guāng zhe shǒu むき出しの手。
26 不要光着手触碰 bùyào guāng zhe shǒu chùpèng 素手で触れてはいけない。
27 光着脚 guāng zhe jiǎo むき出しの足。
28 光着脚走 guāng zhe jiǎo zǒu 裸足で歩く。
29 光赤 guāngchì 裸になる。肌をあらわにする。
30 光赤着脚 guāngchì zhe jiǎo 裸足になる。素足になる。
31 光赤着身子 guāngchì zhe shēnzi 体をあらわにしている。裸になっている。
32 赤脚 chìjiǎo 素足になる。裸足になる。素足。裸足。
33 打赤脚 dǎ chìjiǎo 裸足になる。
34 赤脚跑步 chìjiǎo pǎobù 裸足で走る。
35 赤脚穿鞋 chìjiǎo chuānxié 素足で靴を履く。
36 赤足 chìzú 裸足。
37 赤足走路 chìzú zǒulù 裸足で歩く。
38 赤足行走 chìzú xíngzǒu 裸足で歩く。
39 素颜 sùyán 素顔。すっぴん。
40 素颜霜 sùyánshuāng 美顔クリーム。
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41 素面 sùmiàn 地のままの顔。素顔。
42 化妆 huàzhuāng 化粧する。
43 不化妆 bù huàzhuāng 化粧していない。ノーメイク。
44 没化妆 méi huàzhuāng 化粧していない。ノーメイク。
45 没化妆的脸 méi huàzhuāng de liǎn 化粧を施していない顔。ノーメイクの顔。
46 化妆品 huàzhuāngpǐn 化粧品。
47 胭脂 yānzhi ほお紅。口紅。
48 不施胭脂的脸 bù shī yānzhī de liǎn 化粧を施していない顔。ノーメイクの顔。
49 脂粉 zhīfěn べにとおしろい。
50 不施脂粉的脸 bù shī zhīfěn de liǎn 化粧を施していない顔。ノーメイクの顔。
51 清水脸 qīngshuǐliǎn 地のままの顔。素顔。
52 本来 běnlái もともとの。本来の。もとは。以前は。もとより〜だ。当然〜だ。

53 本来面目 běnlái miànmù 本来の状態。本来の姿。
54 本来面貌 běnlái miànmào 本来の顔。
55 真实 zhēnshí 真実だ。本当だ。
56 真实面貌 zhēnshí miànmào 本当の様相。本当の顔。
57 明星的真实面貌 míngxīng de zhēnshí miànmào スターの素顔。
58 平时 píngshí いつも。ふだん。
59 平时容貌 píngshí róngmào ふだんの顔つき。
60 明星的平时容貌 míngxīng de píngshí róngmào スターの素顔。
61 平素 píngsù 平素。日頃。
62 平素的面孔 píngsù de miànkǒng 平素の顔。
63 本色 běnsè 本来の姿。
64 本色 běnshǎi 布の生成(きな)りの色。
65 本色儿 běnshǎir 布の生成(きな)りの色。
66 自己的本色 zìjǐ de běnsè 自分本来の姿。
67 肌肤 jīfū 筋肉と皮膚。肌。
68 露出肌肤 lùchū jīfū 肌を露出する。素肌を露(あら)わにする。
69 皮肤 pífū 皮膚。浅薄(せんぱく)だ。
70 皮肤很美 pífū hěn měi 素肌がきれい。
71 肉体 ròutǐ 人の肉体。
72 露出肉体 lùchū ròutǐ 肉体をさらす。
73 不穿内衣直接穿衬衫 bù chuān nèiyī zhíjiē chuān chènshān 下着を着ないで直接シャツを着る。素肌にシャツを着る。
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