
No 中国語 ピンイン 日本語

1 可 kě 〜できる。〜してよい。〜すべきだ。
2 可有可无 kě yǒu kě wú あってもよくなくてもよい。
3 可大可小 kě dà kě xiǎo 大きくてもよいし小さくてもよい。
4 可高可低 kě gāo kě dī 高くてもよいし低くてもよい。
5 可去可不去 kě qù kě bù qù 行っても行かなくてもよい。
6 高一, 高二, 高三均可参加 gāo yī, gāo èr, gāo sān jūn kě cānjiā 高１、高２、高３すべて参加できる。
7 端倪可察 duānní kě chá 察知すべき糸口。
8 不可 bùkě 〜してはいけない。〜できない。どうしても〜しなければならない。

9 不可分割 bùkě fēngē 切り離すことができない。
10 不可端倪 bùkě duānní 推し量りがたい。
11 不可随地吐痰 bùkě suídì tǔtán ところかまわずたんを吐くな。
12 非赢不可 fēi yíng bùkě 勝たなければならない。
13 非做不可 fēi zuò bùkě やらなければならない。
14 他非去不可 tā fēi qù bùkě 彼は行かなければならない。
15 可 kě 〜する値打ちがある。〜すべきだ。
16 可游览的景点 kě yóulǎn de jǐngdiǎn 遊覧すべき観光スポット。
17 有关躁郁症可看的电影 yǒuguān zàoyùzhèng kě kàn de diànyǐng 躁うつ病に関わる見るべき映画。
18 可 kě 事態を受けての強い感情を表す。確かに。まちがいなく。とうとう。

19 我可不知道 wǒ kě bù zhīdào 私はまったくもって知らない。
20 我可喝不了 wǒ kě hē buliǎo 私はまったくもって飲めません。
21 我可受不了 wǒ kě shòu buliǎo 私はまったくもって耐えられない。
22 你可来了 nǐ kě lái le あなたはとうとう来た。
23 可真方便 kě zhēn fāngbiàn まったくもって実に便利だ。
24 可 kě ぜひ〜して下さい。くれぐれも。
25 你可要好好学习啊 nǐ kě yào hǎohāo xuéxí a しっかりと勉強してくださいね。
26 你可要多注意身体 nǐ kě yào duō zhùyì shēntǐ くれぐれも体に気をつけてください。
27 这么重要的事情, 可不能忘啊 zhème zhòngyào de shìqíng, kě bùnéng wàng a そんな大事な事、忘れてはなりませんよ。
28 可 kě 驚嘆、感動のムードを表わす。
29 可有意思了 kě yǒuyìsi le すっごく面白いよ。
30 可把我累坏了 kě bǎ wǒ lèihuài le まったく疲れはてたよ。
31 我们的责任可不轻啊 wǒmen de zérèn kě bù qīng a 私たちの責任は決して軽くはないぞ。
32 可 kě 反語⽂に⽤いられる。〜というのに。〜なのに。
33 自闭症孩⼦⽼了, 可⽗⺟更⽼了 zìbìzhèng háizi lǎo le, kě fùmǔ gèng lǎo le 自閉症の⼦供は⽼いた、しかしながら両親はさらに⽼いた。
34 我和他认识十年了, 可我还是不了解他 wǒ hé tā rènshí shí nián le, kě wǒ háishì bù liǎojiě tā 私は彼と知り合って１０年になりますが、私はまだ彼をよく理解していません。

35 可 kě 疑問⽂に⽤いられる。
36 你近来可好? nǐ jìnlái kě hǎo 今まで元気でしたか。
37 你身体可好? nǐ shēntǐ kě hǎo 身体の調⼦はいいですか。
38 可 kě およそ。〜ほど。〜ばかり。
39 年可二十 nián kě èrshí 年のころは２０ばかり。
40 ⻓可八尺 cháng kě bā chǐ ⻑さおよそ八尺。

可   1/2

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 可 + (動詞) kě + (動詞) 形容詞を作る。〜できる。〜すべき。
42 可爱 kě'ài 愛すべき。かわいい。好感がもてる。
43 可比 kěbǐ 比較できる。
44 可 + (単音節の名詞) kě + (単音節の名詞) 形容詞を作る。適する。ぴったりする。
45 可口 kěkǒu 口に合う。おいしい。
46 可体 kětǐ サイズが体に合っている。
47 可 kě 適合する。かなう。
48 可人意 kě rényì 人の願望や意志にかなう。人の気に入る。
49 可 kě 同意を示す。
50 许可 xǔkě 許可する。許す。
51 认可 rènkě 承認する。許す。
52 可 kě 〜にあわせて。〜ぎりぎりに。
53 可着 kězhe 精一杯がんばって行う。精一杯がんばって。
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