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B1行ってください 

1. 直走 zhízǒu  直進する 

2. 左转 zuǒzhuǎn 左折する 

3. 左拐 zuǒguǎi  左折する 

4. 右转 yòuzhuǎn 右折する 

5. 右拐 yòuguǎi  右折する 

6. 停车 tíngchē  停車する 

7. 到了 dàole  到着しました 

8. 红绿灯 hónglǜdēng 信号 

9. 上面 shàngmian （～の）上 

10. 下面 xiàmian  （～の）下 

11. 旁边儿 pángbiānr （～の）傍 

12. 左边 zuǒbian  （～の）左側 

13. 右边 yòubian  （～の）右側 

14. 对面 duìmiàn  （～の）向かい側 

15. 前面 qiánmian （～の）前 

16. 后面 hòumian （～の）後ろ、裏 

17. 中间 zhōngjiān （～の）間 

 

 

B2食べてみたい 

18. 饺子 jiǎozi  餃子 

19. 馄饨 húntun  ワンタン 

20. 包子 bāozi  中華まんじゅう 

     （肉まん・あんまんなど） 

21. 馒头 mántou  マントウ 

22. 馍 mó  硬いマントウ 

23. 烤鸭 kǎoyā  北京ダック 

24. 豆腐 dòufu  豆腐 

25. 猪肉 zhūròu  豚肉 

26. 牛肉 niúròu  牛肉 

27. 羊肉 yángròu  羊肉、ラム、マトン 

28. 鱼 yú  魚 

29. 米饭 mǐfàn  (炊きあがった)ご飯 

30. 面条 miàntiáo 麺 

31. 米粉 mǐfěn  ビーフン 

32. 主食 zhǔshí  主食 

33. 凉菜 liángcài  前菜 

     (冷やして提供する料理) 

34. 荤菜 hūncài  生臭物（肉や魚の料理） 

35. 素菜 sùcài  精進料理、菜食 

36. 热炒 rèchǎo  強火炒め 

37. 清蒸 qīngzhēng 蒸し物 

38. 红烧 hóngshāo 醤油煮込み 

39. 烧烤 shāokǎo  焼き肉 

40. 汤 tāng  スープ 

41. 火锅 huǒguō  鍋料理（中華式鍋料理） 

 

 

B3行ってみたい 

42. 长城 Chángchéng  万里の長城 

43. 外滩 Wàitān   外灘 

44. 福建土楼 Fújiàn tǔlóu  福建の土楼 

45. 桂林 Guìlín   桂林 

46. 平遥古城 Píngyáo gǔchéng 平遥の古城 

47. 云冈石窟 Yúngāngshíkū 雲岡石窟 

48. 莫高窟 Mògāokū  莫高窟 

49. 秦始皇陵 Qínshǐhuánglíng 秦の始皇帝陵 

50. 杭州西湖 Hángzhōu Xīhú 杭州の西湖 

51. 庐山 Lúshān   廬山 

52. 丽江古城 Lìjiāng gǔchéng 麗江古城 
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B4こんな人 

53. 可靠 kěkào  頼りになる 

54. 老实 lǎoshi  きちんとしている 

55. 幽默 yōumò  ユーモアがある 

56. 严肃 yánsù  まじめだ 

57. 小气 xiǎoqi  けちだ 

58. 大方 dàfang  太っ腹だ 

59. 外向 wàixiàng 明るく社交的だ 

60. 内向 nèixiàng  内気だ 

61. 腼腆 miǎntiǎn 恥ずかしがり屋だ 

62. 活泼 huópō  活発だ 

63. 任性 rènxìng  わがままだ 

64. 固执 gùzhi  頑固だ 

65. 能干 nénggàn 有能だ 

66. 勤奋 qínfèn  がんばり屋だ 

67. 懒惰 lǎnduò  怠け者だ 

68. 帅 shuài  かっこいい 

69. 傻 shǎ  馬鹿正直だ 

70. 蠢 chǔn  愚かだ 

71. 贱 jiàn  卑しい 

72. 聪明 cōngmíng 賢い 

73. 随和 suíhe  気さくだ 

74. 调皮 tiáopí  わんぱくだ 

75. 可爱 kěài  かわいい 

76. 文静 wénjìng  物静かだ 

77. 有耐心 yǒunàixīn 我慢強い 

78. 有个性 yǒugèxìng 個性的だ 

79. 脾气不好 píqibùhǎo おこりっぽい 

80. 谦虚 qiānxū  謙虚だ 

81. 傲慢 àomàn  傲慢だ 

82. 优柔寡断 yōuróuguǎduàn 優柔不断だ 

83. 善变 shànbiàn   きまぐれだ 

84. 倔强 juéjiàng  強情だ 

85. 叛逆 pànnì  反抗的だ 

 

 

B5気分はどうですか？ 

86. 高兴 gāoxìng  嬉しい 

87. 难过 nánguò  落ち込んでいる 

88. 失望 shīwàng  がっかりしている 

89. 伤心 shāngxīn 悲しい 

90. 开心 kāixīn  楽しい 

91. 无聊 wúliáo  つまらない 

92. 好玩儿 hǎowánr おもしろい 

93. 满意 mǎnyì  満足している 

94. 紧张 jǐnzhāng  緊張している 

95. 轻松 qīngsōng リラックスしている 

96. 舒服 shūfu  きもちいい 

97. 烦 fán  いらいらしている 

98. 讨厌 tǎoyàn  いやだ 

99. 沮丧 jǔsàng  落胆している 

100. 兴奋 xīngfèn  うきうきしている 


