
台湾華語単語 はじめの1000
アルファベット順索引

啊 ˙ㄚ a （助）（文末において語気を強調する） 1001
矮 ㄞˇ ǎi （形）背の低い 381
愛 ㄞˋ ài （動）愛する、好む、よく～する 158
安靜 ㄢ　ㄐㄧㄥˋ ānjìng （形）静かである、平穏である 386

安全 ㄢ　ㄑㄩㄢˊ ānquán （形）安全である
（名）安全 634

八 ㄅㄚ bā （名）８ 061
把 ㄅㄚˇ bǎ （前） ～を 1003
爸爸 ㄅㄚˋ　˙ㄅㄚ bàba （名）お父さん 043

吧 ˙ㄅㄚ ba （助）（文末において相談・要求、指示、同意、
　　　　 推測などの語気を表す） 321

白色 ㄅㄞˊ　ㄙㄜˋ báisè （名）白 419
百 ㄅㄞˇ bǎi （名）100 066

班 ㄅㄢ bān （量）（交通機関の発着回数や運航便を数える）、
　　　　 （人やグループなどを数える） 538

班 ㄅㄢ bān （名）クラス、組、勤務時間 830
搬 ㄅㄢ bān （動）運ぶ、引っ越す 714
半 ㄅㄢˋ bàn （名）半分、半ば 067
辦法 ㄅㄢˋ　ㄈㄚˇ bànfǎ （名）方法 799
幫 ㄅㄤ bāng （動）手伝う、手助けする、助ける 708
幫忙 ㄅㄤ　ㄇㄤˊ bāngmáng （動［離］）手伝う 407
棒球 ㄅㄤˋ　ㄑㄧㄡˊ bàngqiú （名）野球 483
辦公室 ㄅㄢˋ　ㄍㄨㄥ　ㄕˋ bàngōngshì （名）オフィス、事務所 450

包 ㄅㄠ bāo （量）～袋、～つ
　　　　 （包んだものや袋に入ったものを数える） 541

包子 ㄅㄠ　˙ㄗ bāozi （名）中華まん、包子 457
保險 ㄅㄠˇ　ㄒㄧㄢˇ bǎoxiǎn （名）保険 615
飽 ㄅㄠˇ bǎo （形）お腹がいっぱいである 641

報告 ㄅㄠˋ　ㄍㄠˋ bàogào （名）報告、レポート
（動）報告する 866

報紙 ㄅㄠˋ　ㄓˇ bàozhǐ （名）新聞 410
杯 ㄅㄟ bēi （量）～杯 258
杯子 ㄅㄟ　˙ㄗ bēizi （名）コップ、カップ 476
北 ㄅㄟˇ běi （名）北 583
北邊 ㄅㄟˇ　ㄅㄧㄢ běibiān （名）北、北側、北の方 585
北部 ㄅㄟˇ　ㄅㄨˋ běibù （名）北部、北の部分 584
背 ㄅㄟˋ bèi （名）背中 600
被 ㄅㄟˋ bèi （助）～に～される、～から～される 999
本 ㄅㄣˇ běn （量）～冊 073
本來 ㄅㄣˇ　ㄌㄞˊ běnlái （副）もともと、本来 994
鼻(子) ㄅㄧˊ　˙ㄗ bí(zi) （名）鼻 597
比 ㄅㄧˇ bǐ （前） ～より、～に比べて 309
比較 ㄅㄧˇ　ㄐㄧㄠˋ bǐjiào （副）比較的、わりに、かなり 975
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比賽 ㄅㄧˇ　ㄙㄞˋ bǐsài （名）試合、競技
（動）試合する、競争する 484

筆 ㄅㄧˇ bǐ （名）筆記用具（ペン類の総称） 234
必須 ㄅㄧˋ　ㄒㄩ bìxū （副）必ず、きっと 995
畢業 ㄅㄧˋ　ㄧㄝˋ bìyè （動［離］）卒業する 851
邊(兒) ㄅㄧㄚㄦ biān(r) （名）そば、周辺、～側 567

遍 ㄅㄧㄢˋ biàn （量）～回、～遍（動作のはじめから終わりまでの全
　　　　 体の過程を数える） 545

變 ㄅㄧㄢˋ biàn （動）変わる、変化する、変える 746
表演 ㄅㄧㄠˇ　ㄧㄢˇ biǎoyǎn （名）演技、パフォーマンス 479
別 ㄅㄧㄝˊ bié （副）～するな、～してはいけない 683
別人 ㄅㄧㄝˊ　ㄖㄣˊ biérén （名）他の人、他人 523
冰淇淋 ㄅㄧㄥ　ㄑㄧˊ　ㄌㄧㄣˊ bīngqílín （名）アイスクリーム 876
冰箱 ㄅㄧㄥ　ㄒㄧㄤ bīngxiāng （名）冷蔵庫 754
餅乾 ㄅㄧㄥˇ　ㄍㄢ bǐnggān （名）ビスケット、クッキー 877
病 ㄅㄧㄥˋ bìng （名）病気 604
病人 ㄅㄧㄥˋ　ㄖㄣˊ bìngrén （名）病人 608
脖子 ㄅㄛˊ　˙ㄗ bózi （名）首 599
博物館 ㄅㄛˊ　ㄨˋ　ㄍㄨㄢˇ bówùguǎn （名）博物館 906
不 ㄅㄨˋ bù （副）～しない、～でない 008
不錯 ㄅㄨˊ　ㄘㄨㄛˋ búcuò （形）すばらしい、間違いない 384
不但 ㄅㄨˊ　ㄉㄢˋ búdàn （接）～だけでなく、～のみならず 989
不好意思 ㄅㄨˋ　ㄏㄠˇ　ㄧˋ　˙ㄙ bùhǎoyìsi （フ）申し訳ない、きまりが悪い、恥ずかしい 520
不久 ㄅㄨˋ　ㄐㄧㄡˇ bùjiǔ （名）間もないとき 563
不客氣 ㄅㄨˊ　ㄎㄜˋ　ㄑㄧˋ bú kèqì （フ）どういたしまして 434
不同 ㄅㄨˋ　ㄊㄨㄥˊ bùtóng （形）違う、異なる 653
不用 ㄅㄨˊ　ㄩㄥˋ búyòng （副）～しなくてよい、～する必要はない 682

才 ㄘㄞˊ cái （副）～したばかり、～してやっと、ようやく 957
菜 ㄘㄞˋ cài （名）料理、おかず、野菜 248
菜單 ㄘㄞˋ　ㄉㄢ càidān （名）メニュー 473
參觀 ㄘㄢ　ㄍㄨㄢ cānguān （動）見学する、参観する 489
參加 ㄘㄢ　ㄐㄧㄚ cānjiā （動）参加する、加わる 194
餐 ㄘㄢ cān （名）食事、ごはん 869
餐廳 ㄘㄢ　ㄊㄧㄥ cāntīng （名）レストラン 259
操場 ㄘㄠ　ㄔㄤˊ cāochǎng （名）運動場、グラウンド 825
草 ㄘㄠˇ cǎo （名）草 943
廁所 ㄘㄜˋ　ㄙㄨㄛˇ cèsuǒ （名）トイレ 424
叉子 ㄔㄚ　˙ㄗ chāzi （名）フォーク 898
茶 ㄔㄚˊ chá （名）お茶 256
差 ㄔㄚˋ chà （形）劣っている、差がある、悪い 654
差不多 ㄔㄚˋ　˙ㄅㄨ　ㄉㄨㄛ chàbuduō （形）ほとんど同じである、差がない 655
差不多 ㄔㄚˋ　˙ㄅㄨ　ㄉㄨㄛ chàbuduō （副）ほとんど、だいたい 978
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長 ㄔㄤˊ cháng （形）長い 143
常常 ㄔㄤˊ　ㄔㄤˊ chángcháng （副）よく、しょっちゅう 301
嚐 ㄔㄤˊ cháng （動）味わう、味見する 893
唱 ㄔㄤˋ chàng （動）歌う 912
唱歌 ㄔㄤˋ　ㄍㄜ chànggē （動［離］）歌を歌う 270
超級市場 ㄔㄠ　ㄐㄧˊ　ㄕˋ　ㄔㄤˇ chāojí shìchǎng （名）スーパーマーケット 926
吵 ㄔㄠˇ chǎo （形）騒がしい、うるさい 638
車(子) ㄔㄜ　˙ㄗ chē(zi) （名）車 279
車站 ㄔㄜ　ㄓㄢˋ chēzhàn （名）駅、停留所 498
襯衫 ㄔㄣˋ　ㄕㄢ chènshān （名）シャツ 758
成功 ㄔㄥˊ　ㄍㄨㄥ chénggōng （動）成功する 742
成績 ㄔㄥˊ　ㄐㄧ chéngjī （名）成績 829
城市 ㄔㄥˊ　ㄕˋ chéngshì （名）都市 356
吃 ㄔ chī （動）食べる 245
吃飽 ㄔ　ㄅㄠˇ chībǎo （動）お腹いっぱい食べる 894
遲到 ㄔˊ　ㄉㄠˋ chídào （動）遅れる、遅刻する 855
尺 ㄔˇ chǐ （名）定規、ものさし 845
出 ㄔㄨ chū （動）出す、出る 692
出發 ㄔㄨ　ㄈㄚ chūfā （動）出発する 698
出口 ㄔㄨ　ㄎㄡˇ chūkǒu （名）出口 782
出來 ㄔㄨ　ㄌㄞˊ chūlái （動）出てくる、現れる 693
出去 ㄔㄨ　ㄑㄩˋ chūqù （動）出る、出ていく 171
出生 ㄔㄨ　ㄕㄥ chūshēng （動）生まれる 808
出現 ㄔㄨ　ㄒㄧㄢˋ chūxiàn （動）現れる、出現する 706
廚房 ㄔㄨˊ　ㄈㄤˊ chúfáng （名）台所、調理場 422
穿 ㄔㄨㄢ chuān （動）着る、はく 206
船(兒) ㄔㄨㄢˊㄦ chuán(r) （名）船 932
傳真 ㄔㄨㄢˊ　ㄓㄣ chuánzhēn （名）ファックス 752
窗(戶) ㄔㄨㄤ　˙ㄏㄨ chuāng(hù) （名）窓 425
床 ㄔㄨㄤˊ chuáng （名）ベッド 430
春 ㄔㄨㄣ chūn （名）春 549
春天 ㄔㄨㄣ　ㄊㄧㄢ chūntiān （名）春 343
次 ㄘˋ cì （量）～回、～度 075
聰明 ㄘㄨㄥ　ㄇㄧㄥˊ cōngmíng （形）賢い、聡明である 646
從 ㄘㄨㄥˊ cóng （前） ～から 328
從（前） ㄘㄨㄥˊ　ㄑㄧㄢˊ cóngqián （名）～時間 561
錯 ㄘㄨㄛˋ cuò （形）間違っている 636

搭 ㄉㄚ dā （動）乗る 933
打 ㄉㄚˇ dǎ （動）（球技を）する、叩く、打つ 266
打電話 ㄉㄚˇ　ㄉㄧㄢˋ　ㄏㄨㄚˋ dǎdiànhuà （フ）電話をかける 198
打開 ㄉㄚˇ　ㄎㄞ dǎkāi （動）開ける、開く、打開する 709
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打掃 ㄉㄚˇ　ㄙㄠˇ dǎsǎo （動）掃除する 816
打算 ㄉㄚˇ　ㄙㄨㄢˋ dǎsuàn （助動）～するつもりである、～する予定だ 684
大 ㄉㄚˋ dà （形）大きい 134
大家 ㄉㄚˋ　ㄐㄧㄚ dàjiā （名）皆さん 034
大樓 ㄉㄚˋ　ㄌㄡˊ dàlóu （名）ビル 785
大人 ㄉㄚˋ　ㄖㄣˊ dàrén （名）大人 526

大聲 ㄉㄚˋ　ㄕㄥ dàshēng （形）大声である、声が大きい
（名）大声 811

大學 ㄉㄚˋ　ㄒㄩㄝˊ dàxué （名）大学 219
大學生 ㄉㄚˋ　ㄒㄩㄝˊ　ㄕㄥ dàxuéshēng （名）大学生 821
大衣 ㄉㄚˋ　ㄧ dàyī （名）ロングコート 763
帶 ㄉㄞˋ dài （動）持って行く、身につける、帯びる、率いる 192
袋子 ㄉㄞˋ　˙ㄗ dàizi （名）袋 927

戴 ㄉㄞˋ dài （動）身に着ける、（帽子を）かぶる、
　　　　 （眼鏡を）かける 720

擔心 ㄉㄢ　ㄒㄧㄣ dānxīn （動［離］）心配する、気にする 662
但是 ㄉㄢˋ　˙ㄕ dànshì （接）しかし、～であるけれども 987
蛋 ㄉㄢˋ dàn （名）卵 461
蛋糕 ㄉㄢˋ　ㄍㄠ dàngāo （名）ケーキ 464

當 ㄉㄤ dāng （前） ～に、～で、～のとき
　　　　 （出来事が起きたときや場所を表す） 959

當然 ㄉㄤ　ㄖㄢˊ dāngrán （副）当然、もちろん 996
刀(子) ㄉㄠ(˙ㄗ) dāo(zi) （名）ナイフ 897
到 ㄉㄠˋ dào （動）到着する、達する、行く、来る 165
的 ˙ㄉㄜ de （助）～の 009
得 ˙ㄉㄜ de （助）（動詞や形容詞の後において補語を導く） 320
燈 ㄉㄥ dēng （名）明かり、照明器具、ランプ 788
等 ㄉㄥˇ děng （動）待つ 186
地 ㄉㄧˋ dì （名）土地、大地 941
地方 ㄉㄧˋ　ㄈㄤ dìfāng （名）場所、ところ 123
地球 ㄉㄧˋ　ㄑㄧㄡˊ dìqiú （名）地球 937
地鐵 ㄉㄧˋ　ㄊㄧㄝˇ dìtiě （名）地下鉄 282
地圖 ㄉㄧˋ　ㄊㄨˊ dìtú （名）地図 413
地址 ㄉㄧˋ　ㄓˇ dìzhǐ （名）住所 587
弟弟 ㄉㄧˋ　˙ㄉㄧ dìdi （名）弟 046
第 ㄉㄧˋ dì （名）第～、～番目の 070
點 ㄉㄧㄢˇ diǎn （量）～時 100
點菜 ㄉㄧㄢˇ　ㄘㄞˋ diǎncài （動［離］）料理を注文する 891
點心 ㄉㄧㄢˇ　ㄒㄧㄣ diǎnxīn （名）おやつ、軽い食事 871
點鐘 ㄉㄧㄢˇ　ㄓㄨㄥ diǎnzhōng （量）～時 348
店 ㄉㄧㄢˋ diàn （名）店 366
電話 ㄉㄧㄢˋ　ㄏㄨㄚˋ diànhuà （名）電話 197
電腦 ㄉㄧㄢˋ　ㄋㄠˇ diànnǎo （名）コンピューター、パソコン 200
電視(機) ㄉㄧㄢˋ　ㄕˋ(ㄐㄧ) diànshì(jī) （名）テレビ 199
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電梯 ㄉㄧㄢˋ　ㄊㄧ diàntī （名）エレベーター 420
電影 ㄉㄧㄢˋ　ㄧㄥˇ diànyǐng （名）映画 261
電影院 ㄉㄧㄢˋ　ㄧㄥˇ　ㄩㄢˋ diànyǐngyuàn （名）映画館 478

電子郵件 ㄉㄧㄢˋ　ㄗˇ　ㄧㄡˊ　ㄐ

ㄧㄢˋ
diànzǐ yóujiàn （名）メール 408

掉 ㄉㄧㄠˋ diào （動）なくす、落とす、落ちる 716
丟 ㄉㄧㄡ diū （動）なくす 717
冬 ㄉㄨㄥ dōng （名）冬 552
冬天 ㄉㄨㄥ　ㄊㄧㄢ dōngtiān （名）冬 346
東 ㄉㄨㄥ dōng （名）東 574
東邊 ㄉㄨㄥ　ㄅㄧㄢ dōngbiān （名）東、東側、東の方 576
東部 ㄉㄨㄥ　ㄅㄨˋ dōngbù （名）東部、東の部分 575
東西 ㄉㄨㄥ　˙ㄒㄧ dōngxi （名）物、品物 196
懂 ㄉㄨㄥˇ dǒng （動）知っている、面識がある、認識する 153
動 ㄉㄨㄥˋ dòng （動）動く、動かす 702
動物 ㄉㄨㄥˋ　ㄨˋ dòngwù （名）動物 951
動物園 ㄉㄨㄥˋ　ㄨˋ　ㄩㄢˊ dòngwùyuán （名）動物園 907
都 ㄉㄡ dōu （副）どれも、すべて 303
讀 ㄉㄨˊ dú （動）読む、勉強する 178
讀書 ㄉㄨˊ　ㄕㄨ dúshū （動［離］）本を読む、勉強する 447
肚子 ㄉㄨˋ　˙ㄗ dùzi （名）お腹 373

度 ㄉㄨˋ dù （量）～度（温度を数える）、～回、
　　　　 ～度（回数を数える） 546

短 ㄉㄨㄢˇ duǎn （形）短い 382
對 ㄉㄨㄟˋ duì （形）正しい 635
對不起 ㄉㄨㄟˋ　˙ㄅㄨ　ㄑㄧˇ duìbuqǐ （フ）申し訳ない、すみません 020
對面 ㄉㄨㄟˋ　ㄇㄧㄢˋ duìmiàn （名）向かい、真正面 353
多 ㄉㄨㄛ duō （形）多い 140
多 ㄉㄨㄛ duō （副）たくさん、よく 305
多少 ㄉㄨㄛ　ㄕㄠˇ duōshǎo （疑）いくら、どのくらい 069

餓 ㄜˋ è （形）お腹が空いている 470
而且 ㄦˊ　ㄑㄧㄝˇ érqiě （接）かつ、そのうえ 988
兒子 ㄦˊ　˙ㄗ érzi （名）息子 052
耳朵 ㄦˇ　˙ㄉㄨㄛ ěrduo （名）耳 371
二 ㄦˋ èr （名）２ 055

發燒 ㄈㄚ　ㄕㄠ fāshāo （動［離］）熱が出る、熱がある 606
發生 ㄈㄚ　ㄕㄥ fāshēng （動）発生する 747
發現 ㄈㄚ　ㄒㄧㄢˋ fāxiàn （動）気づく、発見する （名）発見 679
飯 ㄈㄢˋ fàn （名）食事、ご飯 247
飯店 ㄈㄢˋ　ㄉㄧㄢˋ fàndiàn （名）ホテル、レストラン 363
飯館 ㄈㄢˋ　ㄍㄨㄢˇ fànguǎn （名）レストラン 260
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方便 ㄈㄤ　ㄅㄧㄢˋ fāngbiàn （形）便利である 284
方法 ㄈㄤ　ㄈㄚˇ fāngfǎ （名）方法 800
方向 ㄈㄤ　ㄒㄧㄤˋ fāngxiàng （名）方角、方向 573
房間 ㄈㄤˊ　ㄐㄧㄢ fángjiān （名）部屋 421
房子 ㄈㄤˊ　˙ㄗ fángzi （名）家、部屋 210
房租 ㄈㄤˊ　ㄗㄨ fángzū （名）家賃 781
放 ㄈㄤˋ fàng （動）置く 188
放假 ㄈㄤˋ　ㄐㄧㄚˋ fàngjià （動［離］）休みになる 848
非常 ㄈㄟ　ㄔㄤˊ fēicháng （副）非常に、きわめて 295
飛機 ㄈㄟ　ㄐㄧ fēijī （名）飛行機 499
分 ㄈㄣ fēn （量）～分 101
分鐘 ㄈㄣ　ㄓㄨㄥ fēnzhōng （量）～分、～分間 349
風 ㄈㄥ fēng （名）風 290
風景 ㄈㄥ　ㄐㄧㄥˇ fēngjǐng （名）風景、景色 504
服務 ㄈㄨˊ　ㄨˋ fúwù （動）働く、勤務する、サービスする 863
服務生 ㄈㄨˊ　ㄨˋ　ㄕㄥ fúwùshēng （名）ウェイター、従業員 860
服務員 ㄈㄨˊ　ㄨˋ　ㄩㄢˊ fúwùyuán （名）ウェイター、従業員 859
父母 ㄈㄨˋ　ㄇㄨˇ fùmǔ （名）父母、両親 530
父親 ㄈㄨˋ　ㄑㄧㄣ fùqīn （名）父親 528
付 ㄈㄨˋ fù （動）支払う、渡す 923
附近 ㄈㄨˋ　ㄐㄧㄣˋ fùjìn （名）付近、近所 122

乾 ㄍㄢ gān （形）乾いている 628
乾淨 ㄍㄢ　ㄐㄧㄥˋ gānjìng （形）きれいである、清潔である 629

感覺 ㄍㄢˇ　ㄐㄩㄝˊ gǎnjué （名）感覚、気持ち
（動）～と思う、～と感じる 688

感冒 ㄍㄢˇ　ㄇㄠˋ gǎnmào （動）風邪をひく 376
感謝 ㄍㄢˇ　ㄒㄧㄝˋ gǎnxiè （動）感謝する 661
剛才 ㄍㄤ　ㄘㄞˊ gāngcái （副）たった今、ついさっき 962
剛剛 ㄍㄤ　ㄍㄤ gānggāng （副）ちょうど、～したばかり 961
鋼琴 ㄍㄤ　ㄑㄧㄣˊ gāngqín （名）ピアノ 917
高 ㄍㄠ gāo （形）高い 144
高興 ㄍㄠ　ㄒㄧㄥˋ gāoxìng （形）うれしい、楽しい 148
告訴 ㄍㄠˋ　ㄙㄨˋ gàosù （動）告げる、知らせる 731
歌 ㄍㄜ gē （名）歌 913
哥哥 ㄍㄜ　˙ㄍㄜ gēge （名）兄 045
各 ㄍㄜˋ gè （形）それぞれ、おのおの、各 973
個 ˙ㄍㄜ ge （量）～人、～個 071
給 ㄍㄟˇ gěi （動）与える 190
給 ㄍㄟˇ gěi （前） ～に、～に対して、～に向かって、～のために 327
跟 ㄍㄣ gēn （接）～と～ 311
更 ㄍㄥ gèng （副）さらに、より、いっそう 966
工廠 ㄍㄨㄥ　ㄔㄤˇ gōngchǎng （名）工場 452
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工人 ㄍㄨㄥ　ㄖㄣˊ gōngrén （名）労働者 453
工作 ㄍㄨㄥ　ㄗㄨㄛˋ gōngzuò （名）仕事 239
公車 ㄍㄨㄥ　ㄔㄜ gōngchē （名）バス 281
公斤 ㄍㄨㄥ　ㄐㄧㄣ gōngjīn （量）～ kg 339
公里 ㄍㄨㄥ　ㄌㄧˇ gōnglǐ （量）～ km 547
公司 ㄍㄨㄥ　ㄙ gōngsī （名）会社 240
公寓 ㄍㄨㄥ　ㄩˋ gōngyù （名）アパート 784
公園 ㄍㄨㄥ　ㄩㄢˊ gōngyuán （名）公園 359
功課 ㄍㄨㄥ　ㄎㄜˋ gōngkè （名）宿題 443
狗 ㄍㄡˇ gǒu （名）犬 293
夠 ㄍㄡˋ gòu （動）足りる、十分である 642
故事 ㄍㄨˋ　ㄕˋ gùshì （名）物語 920
顧客 ㄍㄨˋ　ㄎㄜˋ gùkè （名）顧客、クライアント 862
掛 ㄍㄨㄚˋ guà （動）掛ける 715
掛號 ㄍㄨㄚˋ　ㄏㄠˋ guàhào （動［離］）受付をする 611
關 ㄍㄨㄢ guān （動）閉まる、閉める、閉じ込める、（スイッチを）切る 401
關係 ㄍㄨㄢ　ㄒㄧˋ guānxì （名）関係 534
關心 ㄍㄨㄢ　ㄒㄧㄣ guānxīn （動）関心を持つ、気にかける 674
管理 ㄍㄨㄢˇ　ㄌㄧˇ guǎnlǐ （動）管理する、取り扱う 736
光 ㄍㄨㄤ guāng （動）～し尽くす、～してすっかりなくなる 750
貴 ㄍㄨㄟˋ guì （形）高い 276
國 ㄍㄨㄛˊ guó （名）国 589
國家 ㄍㄨㄛˊ　ㄐㄧㄚ guójiā （名）国家 355
果汁 ㄍㄨㄛˇ　ㄓ guǒzhī （名）牛乳 469
過 ㄍㄨㄛˋ guò （助）～したことがある 325
過 ㄍㄨㄛˋ guò （動）過ぎる、通過する、過ごす、超過する 405
過年 ㄍㄨㄛˋ　ㄋㄧㄢˊ guònián （動［離］）旧正月や新年を迎える・祝う 818
過去 ㄍㄨㄛˋ　ㄑㄩˋ guòqù （動）通り過ぎていく、過ぎ去る 701

孩子 ㄏㄞˊ　˙ㄗ háizi （名）子供 050
還 ㄏㄞˊ hái （副）まだ、やはり、さらに 967

還是 ㄏㄞˊ　ㄕˋ háishì （接）それとも
（副）相変わらず、やはり 313

海 ㄏㄞˇ hǎi （名）海 289
海邊 ㄏㄞˇ　ㄅㄧㄢ hǎibiān （名）海辺、海岸 358
害羞 ㄏㄞˋ　ㄒㄧㄡ hàixiū （形）恥ずかしがりである、照れ屋の 649
寒假 ㄏㄢˊ　ㄐㄧㄚˋ hánjià （名）冬休み 850
漢堡 ㄏㄢˋ　ㄅㄠˇ hànbǎo （名）ハンバーガー 873
漢語 ㄏㄢˋ　ㄩˇ Hànyǔ （名）中国語 833
漢字 ㄏㄢˋ　ㄗˋ Hànzì （名）漢字 834
好 ㄏㄠˇ hǎo （副）とても、ずいぶんと 298
好 ㄏㄠˇ hǎo （形）よい、優れている、仲がよい 621
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好吃 ㄏㄠˇ　ㄔ hǎochī （形）おいしい 246
好看 ㄏㄠˇ　ㄎㄢˋ hǎokàn （形）美しい、きれいである、体裁がいい 145
好像 ㄏㄠˇ　ㄒㄧㄤˋ hǎoxiàng （副）～のようだ、～らしい 976
號 ㄏㄠˋ hào （量）～日 093
號碼 ㄏㄠˋ　ㄇㄚˇ hàomǎ （名）番号 202
喝 ㄏㄜ hē （動）飲む 252
河 ㄏㄜˊ hé （名）川 288
和 ㄏㄜˊ hé （接）～と～ 310
盒子 ㄏㄜˊ　˙ㄗ hézi （名）（小型の）箱、ケース 774
黑板 ㄏㄟ　ㄅㄢˇ hēibǎn （名）黒板 444
黑色 ㄏㄟ　ㄙㄜˋ hēisè （名）黒 771
很 ㄏㄣˇ hěn （副）とても 294
紅茶 ㄏㄨㄥˊ　ㄔㄚˊ hóngchá （名）紅茶 880
紅綠燈 ㄏㄨㄥˊ　ㄌㄩˋ　ㄉㄥ hónglǜdēng （名）信号 936
紅色 ㄏㄨㄥˊ　ㄙㄜˋ hóngsè （名）赤 770
後來 ㄏㄡˋ　ㄌㄞˊ hòulái （名）それから、後になって 564
後(面) ㄏㄡˋ　ㄇㄧㄢˋ hòu(miàn) （名）後、うしろ、裏側 117
後天 ㄏㄡˋ　ㄊㄧㄢ hòutiān （名）明後日 554
湖 ㄏㄨˊ hú （名）湖 506
虎 ㄏㄨˇ hǔ （名）虎 953
護士 ㄏㄨˋ　ㄕˋ hùshì （名）看護師 455
護照 ㄏㄨˋ　ㄓㄠˋ hùzhào （名）パスポート 904
花 ㄏㄨㄚ huā （名）花 291
花園 ㄏㄨㄚ　ㄩㄢˊ huāyuán （名）庭園、花園 908
華文 ㄏㄨㄚˊ　ㄨㄣˊ Huáwén （名）華語 440
華語 ㄏㄨㄚˊ　ㄩˇ Huáyǔ （名）華語 439
畫 ㄏㄨㄚˋ huà （動）（絵を）描く 262
畫(兒) ㄏㄨㄚˋㄦ huà(r) （名）絵 493

壞 ㄏㄨㄞˋ huài （動）壊れる
（形）悪い、傷んでいる 383

歡迎 ㄏㄨㄢ　ㄧㄥˊ huānyíng （動）歓迎する 393
環境 ㄏㄨㄢˊ　ㄐㄧㄥˋ huánjìng （名）環境 950
換 ㄏㄨㄢˋ huàn （動）交換する、かえる 189
黃色 ㄏㄨㄤˊ　ㄙㄜˋ huángsè （名）黄色 418
恢復 ㄏㄨㄟ　ㄈㄨˋ huīfù （動）回復する 614
回 ㄏㄨㄟˊ huí （動）戻る、帰る 166
回答 ㄏㄨㄟˊ　ㄉㄚˊ huídá （動）答える 402
回去 ㄏㄨㄟˊ　	ㄑㄩˋ huíqù （動［離］）帰っていく、戻っていく 696
會 ㄏㄨㄟˋ huì （助動）～できる、～する可能性がある 316
活動 ㄏㄨㄛˊ　ㄉㄨㄥˋ huódòng （名）活動、イベント 792
火 ㄏㄨㄛˇ huǒ （名）火 944
火車 ㄏㄨㄛˇ　ㄔㄜ huǒchē （名）汽車 497
或 ㄏㄨㄛˋ huò （接）あるいは 985
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或是 ㄏㄨㄛˋ　ㄕˋ huòshì （接）あるいは、～かそれとも～か 986

機場 ㄐㄧ　ㄔㄤˇ jīchǎng （名）空港 500
機會 ㄐㄧ　ㄏㄨㄟˋ jīhuì （名）機会 802
雞 ㄐㄧ jī （名）鶏 512
吉他 ㄐㄧˊ　ㄊㄚ jítā （名）ギター 916
幾 ㄐㄧˇ jǐ （疑）いくつ 068
計程車 ㄐㄧˋ　ㄔㄥˊ　ㄔㄜ jìchéngchē （名）タクシー 496

計畫/計劃 ㄐㄧˋ　ㄏㄨㄚˋ jìhuà （動）計画する
（名）計画、企画 867

記 ㄐㄧˋ jì （動）記憶する、書き留める 678
記得 ㄐㄧˋ　˙ㄉㄜ jìde （動）覚えている 394
記者 ㄐㄧˋ　ㄓㄜˇ jìzhě （名）記者 858
寄 ㄐㄧˋ jì （動）郵送する、預ける 403
家 ㄐㄧㄚ jiā （名）家 209
家具 ㄐㄧㄚ　ㄐㄩˋ jiājù （名）家具 426
家人 ㄐㄧㄚ　ㄖㄣˊ jiārén （名）家族 334
家庭 ㄐㄧㄚ　ㄊㄧㄥˊ jiātíng （名）家庭 533
價格 ㄐㄧㄚˋ　ㄍㄜˊ jiàgé （名）価格、値段 921
價錢 ㄐㄧㄚˋ　ㄑㄧㄢˊ jiàqián （名）価格、値段 922
間 ㄐㄧㄢ jiān （量）～間、～室（部屋の数を数える） 542
剪 ㄐㄧㄢˇ jiǎn （動）切る 817
檢查 ㄐㄧㄢˇ　ㄔㄚˊ jiǎnchá （動）検査する、調べる 737
簡單 ㄐㄧㄢˇ　ㄉㄢ jiǎndān （形）単純である、簡単である 631

件 ㄐㄧㄢˋ jiàn （量）～着（衣類、特に上着を数える）、
　　　　 （事柄や物を数える） 077

見面 ㄐㄧㄢˋ　ㄇㄧㄢˋ jiànmiàn （動［離］）会う、顔を合わせる 743
健康 ㄐㄧㄢˋ　ㄎㄤ jiànkāng （形）健やかである、健康である 374
健康 ㄐㄧㄢˋ　ㄎㄤ jiànkāng （名）健康 603
講 ㄐㄧㄤˇ jiǎng （動）話す、説明する 729
講話 ㄐㄧㄤˇ　ㄏㄨㄚˋ jiǎnghuà （動［離］）話をする 730
交 ㄐㄧㄠ jiāo （動）渡す、付き合う、交差する 710
交通 ㄐㄧㄠ　ㄊㄨㄥ jiāotōng （名）交通 928
教 ㄐㄧㄠ jiāo （動）教える 852
教書 ㄐㄧㄠ　ㄕㄨ jiāoshū （動［離］）教える 853
腳 ㄐㄧㄠˇ jiǎo （名）（足首からつま先までの部分）足、足全体 602
腳踏車 ㄐㄧㄠˇ　ㄊㄚˋ　ㄔㄜ jiǎotàchē （名）自転車 494
餃子 ㄐㄧㄠˇ　˙ㄗ jiǎozi （名）餃子 458
叫 ㄐㄧㄠˋ jiào （動）（名（前）は）～という 040
叫 ㄐㄧㄠˋ jiào （動）呼ぶ、叫ぶ、鳴く 726
教師 ㄐㄧㄠˋ　ㄕ jiàoshī （名）教師 822
教室 ㄐㄧㄠˋ　ㄕˋ jiàoshì （名）教室 437
教堂 ㄐㄧㄠˋ　ㄊㄤˊ jiàotáng （名）教会、礼拝堂 594
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接 ㄐㄧㄝ jiē （動）迎える、接する、つなぐ、受ける、続ける 404
街 ㄐㄧㄝ jiē （名）街、通り 357
結婚 ㄐㄧㄝˊ　ㄏㄨㄣ jiéhūn （動［離］）結婚する 432
結束 ㄐㄧㄝˊ　ㄕㄨˋ jiéshù （動）終わる、終える 748
節目 ㄐㄧㄝˊ　ㄇㄨˋ jiémù （名）番組 778
姊姊/姐姐 ㄐㄧㄝˇ　˙ㄐㄧㄝ jiějie （名）姉 047
解釋 ㄐㄧㄝˇ　ㄕˋ jiěshì （名）説明、解釈 804
借 ㄐㄧㄝˋ jiè （動）借りる、貸す 712
介紹 ㄐㄧㄝˋ　ㄕㄠˋ jièshào （動）紹介する、説明する 193
今年 ㄐㄧㄣ　ㄋㄧㄢˊ jīnnián （名）今年 079
今天 ㄐㄧㄣ　ㄊㄧㄢ jīntiān （名）今日 082
近 ㄐㄧㄣˋ jìn （形）近い 128
進 ㄐㄧㄣˋ jìn （動）進む、入る 694

進步 ㄐㄧㄣˋ　ㄅㄨˋ jìnbù （名）進歩
（動）進歩する 741

進來 ㄐㄧㄣˋ　ㄌㄞˊ jìnlái （動）入ってくる 170
進去 ㄐㄧㄣˋ　ㄑㄩˋ jìnqù （動）中に入る 695
緊張 ㄐㄧㄣˇ　ㄓㄤ jǐnzhāng （形）緊張している 390
經常 ㄐㄧㄥ　ㄔㄤˊ jīngcháng （副）しょっちゅう、いつも、常に 968
經過 ㄐㄧㄥ　ㄍㄨㄛˋ jīngguò （動）過ぎる、経過する 700
經理 ㄐㄧㄥ　ㄌㄧˇ jīnglǐ （名）マネジャー、経営者、社長、常務 857
經驗 ㄐㄧㄥ　ㄧㄢˋ jīngyàn （名）経験 805
警察 ㄐㄧㄥˇ　ㄔㄚˊ jǐngchá （名）警察 362
九 ㄐㄧㄡˇ jiǔ （名）９ 062
久 ㄐㄧㄡˇ jiǔ （形）長い、久しい 350
酒 ㄐㄧㄡˇ jiǔ （名）酒 253
救護車 ㄐㄧㄡˋ　ㄏㄨˋ　ㄔㄜ jiùhùchē （名）救急車 609
救命 ㄐㄧㄡˋ　ㄇㄧㄥˋ jiùmìng （動［離］）命を救う 610
就 ㄐㄧㄡˋ jiù （副）すぐに、とっくに、ただ～だけ 956
舊 ㄐㄧㄡˋ jiù （形）古い 620
句子 ㄐㄩˋ　˙ㄗ jùzi （名）文 446
覺得 ㄐㄩㄝˊ　˙ㄉㄜ juéde （動）～と思う、感じる 156
決定 ㄐㄩㄝˊ　ㄉㄧㄥˋ juédìng （名）決定 396
決定 ㄐㄩㄝˊ　ㄉㄧㄥˋ juédìng （動）決める 735

咖啡 ㄎㄚ　ㄈㄟ kāfēi （名）コーヒー 255
卡片 ㄎㄚˇ　ㄆㄧㄢˋ kǎpiàn （名）カード 773
開 ㄎㄞ kāi （動）開く、開ける、起動する、始める 184
開車 ㄎㄞ　ㄔㄜ kāichē （動［離］）車を運転する 280
開會 ㄎㄞ　ㄏㄨㄟˋ kāihuì （動［離］）会議をする、会議に参加する 865
開始 ㄎㄞ　ㄕˇ kāishǐ （動）始める、始まる 185
開水 ㄎㄞ　ㄕㄨㄟˇ kāishuǐ （名）お湯、沸騰させたお湯 879
開心 ㄎㄞ　ㄒㄧㄣ kāixīn （形）楽しい、うれしい 658
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開學 ㄎㄞ　ㄒㄩㄝˊ kāixué （動［離］）学校が始まる 847
看 ㄎㄢˋ kàn （動）見る 181
看病 ㄎㄢˋ　ㄅㄧㄥˋ kànbìng （動［離］）診察する、診察を受ける 612
看見 ㄎㄢˋ　ㄐㄧㄢˋ kànjiàn （動）見かける、目に入る 724

考試 ㄎㄠˇ　ㄕˋ kǎoshì （名）試験、テスト
（動［離］）試験をする 228

烤 ㄎㄠˇ kǎo （動）焼く、あぶる 896
科學 ㄎㄜ　ㄒㄩㄝˊ kēxué （名）科学 441
咳嗽 ㄎㄜˊ　ㄙㄡˋ késòu （動）咳をする 605
可愛 ㄎㄜˇ　ㄞˋ kě’ài （形）かわいい 389
可憐 ㄎㄜˇ　ㄌㄧㄢˊ kělián （形）かわいそうである、哀れである 672
可能 ㄎㄜˇ　ㄋㄥˊ kěnéng （助動）～かもしれない 319
可能 ㄎㄜˇ　ㄋㄥˊ kěnéng （名）可能性、見込み 803
可怕 ㄎㄜˇ　ㄆㄚˋ kěpà （形）恐ろしい、恐るべき 670
可是 ㄎㄜˇ　ㄕˋ kěshì （接）しかし 312
可以 ㄎㄜˇ　ㄧˇ kěyǐ （助動）～できる、～してもよい 318
渴 ㄎㄜˇ kě （形）のどが渇いている 471
客氣 ㄎㄜˋ　ㄑㄧˋ kèqì （形）礼儀正しい、謙虚である 645
客人 ㄎㄜˋ　ㄖㄣˊ kèrén （名）お客さん 861
客廳 ㄎㄜˋ　ㄊㄧㄥ kètīng （名）応接間、居間 212
課 ㄎㄜˋ kè （名）授業、教科、科目 831
課本 ㄎㄜˋ　ㄅㄣˇ kèběn （名）教科書 445
空氣 ㄎㄨㄥ　ㄑㄧˋ kōngqì （名）空気 949
口 ㄎㄡˇ kǒu （量）（口のある器物を数える） 537
哭 ㄎㄨ kū （動）泣く 668
苦 ㄎㄨˇ kǔ （形）苦い、苦しい、つらい 888
褲子 ㄎㄨˋ　˙ㄗ kùzi （名）ズボン 205
快 ㄎㄨㄞˋ kuài （形）速い、素早い 138
快樂 ㄎㄨㄞˋ　ㄌㄜˋ kuàilè （形）楽しい、愉快である 149

塊 ㄎㄨㄞˋ kuài （量）（お金の単位）～元 、
　　　　 ～個（かたまり状のものを数える） 275

筷子 ㄎㄨㄞˋ　˙ㄗ kuàizi （名）箸 900

拉 ㄌㄚ lā （動）引っ張る、引く、（弦楽器を）弾く 914
辣 ㄌㄚˋ là （形）辛い 886
來 ㄌㄞˊ lái （動）来る 164
藍色 ㄌㄢˊ　ㄙㄜˋ lánsè （名）青 768
籃球 ㄌㄢˊ　ㄑㄧㄡˊ lánqiú （名）バスケットボール 481
老 ㄌㄠˇ lǎo （形）老いた、古い、経験を積んだ、もとの 388
老闆/老板 ㄌㄠˇ　ㄅㄢˇ lǎobǎn （名）店主、経営者 477
老人 ㄌㄠˇ　ㄖㄣˊ lǎorén （名）老人 527
老師 ㄌㄠˇ　ㄕ lǎoshī （名）先生 222
了 ˙ㄌㄜ le （助）（動作の完了や実現、変化を表す） 324
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累 ㄌㄟˋ lèi （形）疲れている 244
冷 ㄌㄥˇ lěng （形）寒い、冷たい 137
冷氣(機) ㄌㄥˇ　ㄑㄧˋ　ㄐㄧ lěngqì(jī) （名）クーラー 409
離 ㄌㄧˊ lí （前） ～から、～まで 329
離開 ㄌㄧˊ　ㄎㄞ líkāi （動）離れる、去る 699
裡 ㄌㄧˇ lǐ （名）中、内 572
裡面 ㄌㄧˇ　ㄇㄧㄢˋ lǐmiàn （名）中、内側 354
禮拜 ㄌㄧˇ　ㄅㄞˋ lǐbài （名）週間、週、曜日 555
禮拜天 ㄌㄧˇ　ㄅㄞˋ　ㄊㄧㄢ lǐbàitiān （名）日曜日 556
禮貌 ㄌㄧˇ　ㄇㄠˋ lǐmào （名）礼儀、マナー 807
禮物 ㄌㄧˇ　ㄨˋ lǐwù （名）プレゼント、贈り物 411
歷史 ㄌㄧˋ　ㄕˇ lìshǐ （名）歴史 232
臉 ㄌㄧㄢˇ liǎn （名）顔、顔つき 596
練習 ㄌㄧㄢˋ　ㄒㄧˊ liànxí （動）練習する 180
練習 ㄌㄧㄢˋ　ㄒㄧˊ liànxí （名）練習 739
涼快 ㄌㄧㄤˊ　ㄎㄨㄞˋ liángkuài （形）涼しい 625
兩 ㄌㄧㄤˇ liǎng （名）２つ、２ 065
輛 ㄌㄧㄤˋ liàng （量）～台（自動車を数える） 930

聊天(兒) ㄌㄧㄠˊ　ㄊㄧㄢ　ㄦ liáotiān(r) （動［離］）世間話をする、おしゃべりする、
　　　　　　　　　 チャットする 810

了解/瞭解 ㄌㄧㄠˇ　ㄐㄧㄝˇ liǎojiě （動）理解する、知る 676
鄰居 ㄌㄧㄣˊ　ㄐㄩ línjū （名）隣人 791
零 ㄌㄧㄥˊ líng （名）０、零 064
流行 ㄌㄧㄡˊ　ㄒㄧㄥˊ liúxíng （動）流行する、広く伝わる 767
留言 ㄌㄧㄡˊ　ㄧㄢˊ liúyán （動）伝言を残す 813
六 ㄌㄧㄡˋ liù （名）６ 059
樓 ㄌㄡˊ lóu （量）～階 338
樓上 ㄌㄡˊ　ㄕㄤˋ lóushàng （名）階上 367
樓梯 ㄌㄡˊ　ㄊㄧ lóutī （名）階段 786
樓下 ㄌㄡˊ　ㄒㄧㄚˋ lóuxià （名）階下 368
路 ㄌㄨˋ lù （名）道路、道筋、路線 283
路口 ㄌㄨˋ　ㄎㄡˇ lùkǒu （名）交差点 935
旅館 ㄌㄩˇ　ㄍㄨㄢˇ lǚguǎn （名）旅館、ホテル 364
旅行 ㄌㄩˇ　ㄒㄧㄥˊ lǚxíng （動）旅行する 488
旅遊 ㄌㄩˇ　ㄧㄡˊ lǚyóu （動）旅行する 903
綠色 ㄌㄩˋ　ㄙㄜˋ lǜsè （名）緑 769

媽媽 ㄇㄚ　˙ㄇㄚ māma （名）お母さん 044
麻煩 ㄇㄚˊ　ㄈㄢˊ máfán （名）面倒、手間 801
馬 ㄇㄚˇ mǎ （名）馬 509
馬路 ㄇㄚˇ　ㄌㄨˋ mǎlù （名）道路 501
馬上 ㄇㄚˇ　ㄕㄤˋ mǎshàng （副）すぐ 958
嗎 ˙ㄇㄚ ma （助）（疑問を表す）～か？ 010
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買 ㄇㄞˇ mǎi （動）買う 271
賣 ㄇㄞˋ mài （動）売る 272
滿 ㄇㄢˇ mǎn （動）いっぱいにする、満たす 640
滿意 ㄇㄢˇ　ㄧˋ mǎnyì （形）満足している、気に入っている 660
慢 ㄇㄢˋ màn （形）遅い 139
忙 ㄇㄤˊ máng （形）忙しい 243
貓 ㄇㄠ māo （名）猫 511
毛 ㄇㄠˊ máo （量）（お金の単位）～角 924
毛筆 ㄇㄠˊ　ㄅㄧˇ máobǐ （名）筆 846
毛衣 ㄇㄠˊ　ㄧ máoyī （名）セーター 759
帽子 ㄇㄠˋ　˙ㄗ màozi （名）帽子 765
沒 ㄇㄟˊ méi （副）持っていない、ない 007
沒關係 ㄇㄟˊ　ㄍㄨㄢ　˙ㄒㄧ méiguānxi （フ）大丈夫である、差し支えない、関係ない 021
沒有 ㄇㄟˊ　ㄧㄡˇ méiyǒu （副）～していない、～でない 517
每 ㄇㄟˇ měi （形）～の度、それぞれの 300
美 ㄇㄟˇ měi （形）美しい 622
美國 ㄇㄟˇ　ㄍㄨㄛˊ Měiguó （名）アメリカ 127
美麗 ㄇㄟˇ　ㄌㄧˋ měilì （形）美しい、きれいである 623
美術 ㄇㄟˇ　ㄕㄨˋ měishù （名）美術 837
妹妹 ㄇㄟˋ　˙ㄇㄟ mèimei （名）妹 048
門 ㄇㄣˊ mén （名）出入口、ドア 211
門口 ㄇㄣˊ　ㄎㄡˇ ménkǒu （名）出入口、門、玄関 783
米 ㄇㄧˇ mǐ （名）米 870
麵 ㄇㄧㄢˋ miàn （名）麺 459
麵包 ㄇㄧㄢˋ　ㄅㄠ miànbāo （名）パン 462
名字 ㄇㄧㄥˊ　˙ㄗ míngzi （名）名（前） 038
明年 ㄇㄧㄥˊ　ㄋㄧㄢˊ míngnián （名）来年 080
明天 ㄇㄧㄥˊ　ㄊㄧㄢ míngtiān （名）明日 083

明信片 ㄇㄧㄥˊ　ㄒㄧㄣˋ　ㄆㄧㄢ

ˋ
míngxìnpiàn （名）はがき 772

母親 ㄇㄨˇ　ㄑㄧㄣ mǔqīn （名）母親 529

拿 ㄋㄚˊ ná （動）持つ、取る、つかむ、捕らえる 187
哪 ㄋㄚˇ nǎ （疑）どの、どれ 003
哪裡 ㄋㄚˇ　ㄌㄧˇ nǎlǐ （疑）どこ 111
哪兒 ㄋㄚˇㄦ nǎr （疑）どこ 112
那 ㄋㄚˋ nà （代）その、あの 002
那邊 ㄋㄚˋ　ㄅㄧㄢ nàbiān （名）そこ、そちら、あそこ、あちら 569
那裡 ㄋㄚˋ　ㄌㄧˇ nàlǐ （名）そこ、あそこ 109

那麼 ㄋㄚˋ　˙ㄇㄜ nàme （副）そんなに、あんなに、そんなふうに、あんなふうに
（接）それでは、～ならば 516

那兒 ㄋㄚˋㄦ nàr （名）そこ、あそこ 110
那些 ㄋㄚˋ　ㄒㄧㄝ nàxiē （代）それらの、あれらの 514
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奶奶 ㄋㄞˇ　˙ㄋㄞ nǎinai （名）（父方の）祖母、おばあさん 532
男 ㄋㄢˊ nán （名）男性 036
男人 ㄋㄢˊ　ㄖㄣˊ nánrén （名）男の人、男性 524
男生 ㄋㄢˊ　ㄕㄥ nánshēng （名）男性 331
南 ㄋㄢˊ nán （名）南 580
南邊 ㄋㄢˊ　ㄅㄧㄢ nánbiān （名）南、南側、南の方 582
南部 ㄋㄢˊ　ㄅㄨˋ nánbù （名）南部、南の部分 581
難 ㄋㄢˊ nán （形）難しい、～しにくい 237
難過 ㄋㄢˊ　ㄍㄨㄛˋ nánguò （形）つらい、悲しい、（生活が）苦しい 666
呢 ˙ㄋㄜ ne （助）（疑問や強調・確定の語気を表す） 323
內衣 ㄋㄟˋ　ㄧ nèiyī （名）下着 761
能 ㄋㄥˊ néng （助動）～できる、～してもよい 317
你 ㄋㄧˇ nǐ （代）あなた 023
你們 ㄋㄧˇ　˙ㄇㄣ nǐmen （代）あなたたち 028
妳 ㄋㄧˇ nǐ （代）（女性に対して）あなた 024
妳們 ㄋㄧˇ　˙ㄇㄣ nǐmen （代）（女性に対して）あなたたち 029
年 ㄋㄧㄢˊ nián （量）年、～年 090
年級 ㄋㄧㄢˊ　ㄐㄧˊ niánjí （名）学年 221
年紀 ㄋㄧㄢˊ　ㄐㄧˋ niánjì （名）年、年齢 535
年輕 ㄋㄧㄢˊ　ㄑㄧㄥ niánqīng （形）若い 387
念/唸 ㄋㄧㄢˋ niàn （動）読む、音読する 854
鳥 ㄋㄧㄠˇ niǎo （名）鳥 510
您 ㄋㄧㄣˊ nín （代）“你” の敬称 032
牛 ㄋㄧㄡˊ niú （名）牛 952
牛奶 ㄋㄧㄡˊ　ㄋㄞˇ niúnǎi （名）牛乳 468
牛排 ㄋㄧㄡˊ　ㄆㄞˊ niúpái （名）ステーキ 872
牛仔褲 ㄋㄧㄡˊ　ㄗˇ　ㄎㄨˋ niúzǎikù （名）ジーンズ 760
弄 ㄋㄨㄥˋ nòng （動）やる、する、いじる 707
努力 ㄋㄨˇ　ㄌㄧˋ nǔlì （動）努力する、～するよう努める 740
女 ㄋㄩˇ nǚ （名）女性 037
女兒 ㄋㄩˇ　ㄦˊ nǚ’ér （名）娘 051
女人 ㄋㄩˇ　ㄖㄣˊ nǚrén （名）女の人、女性 525
女生 ㄋㄩˇ　ㄕㄥ nǚshēng （名）女性 332
暖和 ㄋㄨㄢˇ　˙ㄏㄨㄛ nuǎnhuo （形）暖かい 626

爬 ㄆㄚˊ pá （動）登る、這う、起き上がる 910
怕 ㄆㄚˋ pà （動）恐れる、怖がる 669
排隊 ㄆㄞˊ　ㄉㄨㄟˋ páiduì （動［離］）列に並ぶ、順番を待つ 704
盤 ㄆㄢˊ pán （量）～皿 902
盤子 ㄆㄢˊ　˙ㄗ pánzi （名）皿 475
旁邊 ㄆㄤˊ　ㄅㄧㄢ pángbiān （名）そば、かたわら 120
胖 ㄆㄤˋ pàng （形）太っている 379
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跑 ㄆㄠˇ pǎo （動）走る 169
跑步 ㄆㄠˇ　ㄅㄨˋ pǎobù （動［離］）走る、ジョギングをする 398
朋友 ㄆㄥˊ　ㄧㄡˇ péngyǒu （名）友達 053
皮包 ㄆㄧˊ　ㄅㄠ píbāo （名）革かばん 766
啤酒 ㄆㄧˊ　ㄐㄧㄡˇ píjiǔ （名）ビール 881
便宜 ㄅㄧㄢˋ　ㄧˊ piányí （形）安い 277

片 ㄆㄧㄢˋ piàn
（量）（平らな形をしているものやかけらに
なっているものを数える）
（広い面積や範囲を数える）

340

票 ㄆㄧㄠˋ piào （名）チケット、入場券、切符 264
漂亮 ㄆㄧㄠˋ　ㄌㄧㄤˋ piàoliàng （形）美しい、きれいである 146
平常 ㄆㄧㄥˊ　ㄔㄤˊ píngcháng （名）日頃、普段 969
瓶 ㄆㄧㄥˊ píng （量）～本（瓶に入っている物を数える） 257
蘋果 ㄆㄧㄥˊ　ㄍㄨㄛˇ píngguǒ （名）りんご 251

七 ㄑㄧ qī （名）７ 060
奇怪 ㄑㄧˊ　ㄍㄨㄞˋ qíguài （形）奇妙である、普通でない、不思議である 644
其他 ㄑㄧˊ　ㄊㄚ qítā （名）その他の、別の 984
騎 ㄑㄧˊ qí （動）（またがって）乗る、またがる 399
起 ㄑㄧˇ qǐ （助）～から 1000
起床 ㄑㄧˇ　ㄔㄨㄤˊ qǐchuáng （動）起きる 214
起飛 ㄑㄧˇ　ㄈㄟ qǐfēi （動）離陸する、飛び立つ 934
起來 ㄑㄧˇ　ㄌㄞˊ qǐlái （動）起き上がる、立つ、立ち上がる 697
汽車 ㄑㄧˋ　ㄔㄜ qìchē （名）自動車 929
千 ㄑㄧㄢ qiān （名）千 336
鉛筆 ㄑㄧㄢ　ㄅㄧˇ qiānbǐ （名）鉛筆 844

（前）(面) ㄑㄧㄢˊ　ㄇㄧㄢˋ qián(miàn) （名）（前）、正面、（前）方 116
（前）天 ㄑㄧㄢˊ　ㄊㄧㄢ qiántiān （名）一昨日 553
錢 ㄑㄧㄢˊ qián （名）お金 273
錢包 ㄑㄧㄢˊ　ㄅㄠ qiánbāo （名）財布 755
牆 ㄑㄧㄤˊ qiáng （名）壁 787
橋 ㄑㄧㄠˊ qiáo （名）橋 595
巧克力 ㄑㄧㄠˇ　ㄎㄜˋ　ㄌㄧˋ qiǎokèlì （名）チョコレート 463
青菜 ㄑㄧㄥ　ㄘㄞˋ qīngcài （名）青菜、緑の葉の野菜 875
清楚 ㄑㄧㄥ　ㄔㄨˇ qīngchǔ （形）はっきりしている、明確である 643
輕 ㄑㄧㄥ qīng （形）軽い 618
晴天 ㄑㄧㄥˊ　ㄊㄧㄢ qíngtiān （名）晴天、晴れた空 945
請 ㄑㄧㄥˇ qǐng （動）～してください、ごちそうする、招待する 016
請假 ㄑㄧㄥˇ　ㄐㄧㄚˋ qǐngjià （動［離］）休みを取る、休む 449
請客 ㄑㄧㄥˇ　ㄎㄜˋ qǐngkè （動［離］）ごちそうする、おごる 892
請問 ㄑㄧㄥˇ　ㄨㄣˋ qǐngwèn （フ）ちょっとお尋ねしますが、すみません 017
慶祝 ㄑㄧㄥˋ　ㄓㄨˋ qìngzhù （動）祝う、慶祝する 745
秋 ㄑㄧㄡ qiū （名）秋 551
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秋天 ㄑㄧㄡ　ㄊㄧㄢ qiūtiān （名）秋 345
去 ㄑㄩˋ qù （動）行く 163
去年 ㄑㄩˋ 	ㄋㄧㄢˊ qùnián （名）去年 081
全部 ㄑㄩㄢˊ　ㄅㄨˋ quánbù （名）すべて、全部 980
裙子 ㄑㄩㄣˊ　˙ㄗ qúnzi （名）スカート 416

然後 ㄖㄢˊ　ㄏㄡˋ ránhòu （副）それから、そのうえで 964
讓 ㄖㄤˋ ràng （前） ～に～させる、～に～してもらう 1002
熱 ㄖㄜˋ rè （形）暑い、熱い 136
熱鬧 ㄖㄜˋ　ㄋㄠˋ rènào （形）活気にあふれている、にぎやかである 637
人 ㄖㄣˊ rén （名）人 035
任何 rèn hé rènhé （形）いかなる、どのような 982
認識 ㄖㄣˋ　˙ㄕ rènshi （動）知っている、面識がある、認識する 152
認為 ㄖㄣˋ　ㄨㄟˊ rènwéi （動）～と思う、～と考える 675
認真 ㄖㄣˋ　ㄓㄣ rènzhēn （形）真剣である、まじめである 647
日 ㄖˋ rì （名）～日、昼、日中、日 092
日本 ㄖˋ　ㄅㄣˇ Rìběn （名）日本 126
日期 ㄖˋ　ㄑㄧˊ rìqí （名）日付、期日 548
容易 ㄖㄨㄥˊ　ㄧˋ róngyì （形）やさしい、～しやすい 238
肉 ㄖㄡˋ ròu （名）肉 249
如果 ㄖㄨˊ　ㄍㄨㄛˇ rúguǒ （接）もし～なら、～だとすると 991

三 ㄙㄢ sān （名）３ 056
三明治 ㄙㄢ　ㄇㄧㄥˊ　ㄓˋ sānmíngzhì （名）サンドイッチ 874
散步 ㄙㄢˋ　ㄅㄨˋ sànbù （動［離］）散歩する 814
森林 ㄙㄣ　ㄌㄧㄣˊ sēnlín （名）森林 942
沙發 ㄕㄚ　ㄈㄚ shāfā （名）ソファー 429
山 ㄕㄢ shān （名）山 287
商店 ㄕㄤ　ㄉㄧㄢˋ shāngdiàn （名）店、店舗 365
傷心 ㄕㄤ　ㄒㄧㄣ shāngxīn （動［離］）心を痛める、悲しむ 667
上 ㄕㄤˋ shàng （動）登る、上がる、乗る 690
上班 ㄕㄤˋ　ㄅㄢ shàngbān （動［離］）出勤する、仕事をする 448
上課 ㄕㄤˋ　ㄎㄜˋ shàngkè （動［離］）授業に出る、授業を受ける、授業をする 226
上(面) ㄕㄤˋ　	ㄇㄧㄢˋ shàng(miàn) （名）上、～の上、（前）の 113
上網 ㄕㄤˋ　ㄨㄤˇ shàngwǎng （動［離］）インターネットを使う 487
上午 ㄕㄤˋ　ㄨˇ shàngwǔ （名）午（前） 096
上學 ㄕㄤˋ　ㄒㄩㄝˊ shàngxué （動［離］）登校する、入学する 436
少 ㄕㄠˇ shǎo （形）少ない 141
誰 ㄕㄟˊ shéi （疑）誰 033
身體 ㄕㄣ　ㄊㄧˇ shēntǐ （名）体 131
什麼 ㄕㄣˊ　˙ㄇㄜ shénme （疑）何、何の、どんな 011
生病 ㄕㄥ　ㄅㄧㄥˋ shēngbìng （動［離］）病気になる 375

R
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生活 ㄕㄥ　ㄏㄨㄛˊ shēnghuó （名）生活、暮らし 195
生氣 ㄕㄥ　ㄑㄧˋ shēngqì （動［離］）怒る 663
生日 ㄕㄥ　ㄖˋ shēngrì （名）誕生日 089
聲音 ㄕㄥ　ㄧㄣ shēngyīn （名）声、音 812
十 ㄕˊ shí （名）10 063
十字路口 ㄕˊ　ㄗˋ　ㄌㄨˋ　ㄎㄡˇ shízìlùkǒu （名）交差点、十字路 502
食物 ㄕˊ　ㄨˋ shíwù （名）食べ物 456
時候 ㄕˊ　ㄏㄡˋ shíhòu （名）～のとき、とき、時間 102
時間 ㄕˊ　ㄐㄧㄢ shíjiān （名）時間 557
市 ㄕˋ shì （名）市 591
市場 ㄕˋ　ㄔㄤˊ shìchǎng （名）市場、マーケット 278
世界 ㄕˋ　ㄐㄧㄝˋ shìjiè （名）世界 588
事 ㄕˋ shì （名）事柄、用事、出来事、事故 797
事情 ㄕˋ　ㄑㄧㄥˊ shìqíng （名）事、事柄、用事 798
是 ㄕˋ shì （動）～だ、～である 004
試 ㄕˋ shì （動）試す 719
收 ㄕㄡ shōu （動）受け取る、集める、収める、収穫する 711
手 ㄕㄡˇ shǒu （名）手 130
手錶 ㄕㄡˇ　ㄅㄧㄠˇ shǒubiǎo （名）腕時計 757
手機 ㄕㄡˇ　ㄐㄧ shǒujī （名）携帯電話、スマートフォン 201
手指(頭) ㄕㄡˇ　ㄓˇ　˙ㄊㄡ shǒuzhǐ(tou) （名）手の指 372
受傷 ㄕㄡˋ　ㄕㄤ shòushāng （動［離］）怪我をする 377
瘦 ㄕㄡˋ shòu （形）痩せている、脂肪が少ない 380
書 ㄕㄨ shū （名）本 235
書店 ㄕㄨ　ㄉㄧㄢˋ shūdiàn （名）書店 593
書法 ㄕㄨ　ㄈㄚˇ shūfǎ （名）書道 839
書桌 ㄕㄨ　ㄓㄨㄛ shūzhuō （名）勉強机、机、文机 842
舒服 ㄕㄨ　˙ㄈㄨ shūfu （形）快適である、心地よい 391
輸 ㄕㄨ shū （動）負ける、輸送する、入力する 485
暑假 ㄕㄨˇ　ㄐㄧㄚˋ shǔjià （名）夏休み 849
數學 ㄕㄨˋ　ㄒㄩㄝˊ shùxué （名）数学 231
樹 ㄕㄨˋ shù （名）木 292
雙 ㄕㄨㄤ shuāng （量）～足、～膳 （対になっている物を数える） 076
水 ㄕㄨㄟˇ shuǐ （名）水 254
水果 ㄕㄨㄟˇ　ㄍㄨㄛˇ shuǐguǒ （名）果物 465
睡 ㄕㄨㄟˋ shuì （動）眠る 815
睡覺 ㄕㄨㄟˋ　ㄐㄧㄠˋ shuìjiào （動［離］）眠る 215
說 ㄕㄨㄛ shuō （動）言う、話す、説明する 174
說話 ㄕㄨㄛ　ㄏㄨㄚˋ shuōhuà （動［離］）話をする 175
司機 ㄙ　ㄐㄧ sījī （名）運転手 454
死 ㄙˇ sǐ （動）死ぬ 723
四 ㄙˋ sì （名）４ 057

17/25



台湾華語単語 はじめの1000
アルファベット順索引

送 ㄙㄨㄥˋ sòng （動）送る、届ける、運ぶ、贈る 191
宿舍 ㄙㄨˋ　ㄕㄜˋ sùshè （名）寮、宿舎 868
酸 ㄙㄨㄢ suān （形）すっぱい 887
算 ㄙㄨㄢˋ suàn （動）計算する、～であるとみなす 725
雖然 ㄙㄨㄟ　ㄖㄢˊ suīrán （接）～ではあるが 990
歲 ㄙㄨㄟˋ suì （量）～歳 072
所以 ㄙㄨㄛˇ　ㄧˇ suǒyǐ （接）したがって、だから、それゆえに 315
所有 ㄙㄨㄛˇ　ㄧㄡˇ suǒyǒu （形）すべての、あらゆる 981

他 ㄊㄚ tā （代）彼 025
他們 ㄊㄚ　˙ㄇㄣ tāmen （代）彼ら 030
她 ㄊㄚ tā （代）彼女 026
她們 ㄊㄚ　˙ㄇㄣ tāmen （代）彼女たち 031
台灣 ㄊㄞˊ　ㄨㄢ Táiwān （名）台湾 124
太 ㄊㄞˋ tài （副）～すぎる、たいへん 297
太太 ㄊㄞˋ　˙ㄊㄞ tàitai （名）妻、奥さん 049
太陽 ㄊㄞˋ　ㄧㄤˊ tàiyáng （名）太陽 505
談 ㄊㄢˊ tán （動）話す、検討する 728
湯 ㄊㄤ tāng （名）スープ 460
湯匙 ㄊㄤ　ㄔˊ tāngchí （名）スプーン、れんげ 899
糖 ㄊㄤˊ táng （名）砂糖、あめ 883
躺 ㄊㄤˇ tǎng （動）横になる、寝そべる 722
討論 ㄊㄠˇ　ㄌㄨㄣˋ tǎolùn （動）討論する、議論する 733
特別 ㄊㄜˋ　ㄅㄧㄝˊ tèbié （形）特別である 651
疼 ㄊㄥˊ téng （形）痛い 607
踢 ㄊㄧ tī （動）蹴る 400
體育 ㄊㄧˇ　ㄩˋ tǐyù （名）体育、スポーツ 841
天 ㄊㄧㄢ tiān （量）～日、～日間（日数を数える） 094
天 ㄊㄧㄢ tiān （名）空、天空 285
天氣 ㄊㄧㄢ　ㄑㄧˋ tiānqì （名）天気 286
甜 ㄊㄧㄢˊ tián （形）甘い 472
條 ㄊㄧㄠˊ tiáo （量）～本、～筋、～匹（細長い物を数える） 540
跳 ㄊㄧㄠˋ tiào （動）跳ぶ、跳ねる、飛ばす 911
跳舞 ㄊㄧㄠˋ　ㄨˇ tiàowǔ （動［離］）ダンスをする、踊る 918
聽 ㄊㄧㄥ tīng （動）聞く 176
聽說 ㄊㄧㄥ　ㄕㄨㄛ tīngshuō （動）～だそうだ、聞いたところ～らしい 727
停 ㄊㄧㄥˊ tíng （動）停止する、止まる、止める 703
停車場 ㄊㄧㄥˊ　ㄔㄜ　ㄔㄤˇ tíngchēchǎng （名）駐車場 931

通知 ㄊㄨㄥ　ㄓ tōngzhī （動）知らせる、通知する
（名）通知、知らせ 732

同事 ㄊㄨㄥˊ　ㄕˋ tóngshì （名）同僚 451
同學 ㄊㄨㄥˊ　ㄒㄩㄝˊ tóngxué （名）同級生、学友、クラスメート 819
同意 ㄊㄨㄥˊ　ㄧˋ tóngyì （動）賛成する、同意する 734
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痛 ㄊㄨㄥˋ tòng （形）痛い 378
偷 ㄊㄡ tōu （動）盗む 718
頭 ㄊㄡˊ tóu （名）頭、頭髪、頂点、端 369
頭髮 ㄊㄡˊ　ㄈㄚˇ tóufǎ （名）髪の毛 370
圖片 ㄊㄨˊ　ㄆㄧㄢˋ túpiàn （名）図、絵、写真 492
圖書館 ㄊㄨˊ　ㄕㄨ　ㄍㄨㄢˇ túshūguǎn （名）図書館 236
腿 ㄊㄨㄟˇ tuǐ （名）（ももから足首までの部分）足 601

襪子 ㄨㄚˋ　˙ㄗ wàzi （名）靴下 415
外國 ㄨㄞˋ　ㄍㄨㄛˊ wàiguó （名）外国 590
外(面) ㄨㄞˋ　ㄇㄧㄢˋ wài(miàn) （名）外、外側、表面 115
外套 ㄨㄞˋ　ㄊㄠˋ wàitào （名）コート 764
完 ㄨㄢˊ wán （動）終わる、終える、なくなる 749
玩 ㄨㄢˊ wán （動）遊ぶ 267
晚 ㄨㄢˇ wǎn （名）夕方、夜間、夜 558
晚會 ㄨㄢˇ　ㄏㄨㄟˋ wǎnhuì （名）夜会、夜の集まり、夕べの集い 433
晚上 ㄨㄢˇ　ㄕㄤˋ wǎnshàng （名）夜 099
碗 ㄨㄢˇ wǎn （名）おわん、ちゃわん、湯飲み 474

碗 ㄨㄢˇ wǎn （量）～杯 （お茶、ご飯、お酒、ラーメンなどを数 え
る） 901

萬 ㄨㄢˋ wàn （名）万 337
往 ㄨㄤˇ wǎng （前） ～に向かって、～の方へ 330
網球 ㄨㄤˇ　ㄑㄧㄡˊ wǎngqiú （名）テニス 482
網站 ㄨㄤˇ　ㄓㄢˋ wǎngzhàn （名）ウェブサイト 775
忘 ㄨㄤˋ wàng （動）忘れる、覚えていない 677

危險 ㄨㄟˊ　ㄒㄧㄢˇ wéixiǎn （形）危険である
（名）危険 633

喂 ㄨㄟˊ/ㄨㄟˋ wéi/wèi （助）もしもし、ちょっと 326
位 ㄨㄟˋ wèi （量）～名 536
味道 ㄨㄟˋ　ㄉㄠˋ wèidào （名）味 884
為了 ㄨㄟˋ　˙ㄌㄜ wèile （前） ～のために 521
為什麼 ㄨㄟˋ　ㄕㄣˊ　˙ㄇㄜ wèishénme （疑）なぜ、どうして 014
溫度 ㄨㄣ　ㄉㄨˋ wēndù （名）温度 946
溫暖 ㄨㄣ　ㄋㄨㄢˇ wēnnuǎn （形）温かい、暖かい、温暖である 627
文化 ㄨㄣˊ　ㄏㄨㄚˋ wénhuà （名）文化 840
文章 ㄨㄣˊ　ㄓㄤ wénzhāng （名）文章、論文、著作 836
問 ㄨㄣˋ wèn （動）尋ねる、問う 177
問題 ㄨㄣˋ　ㄊㄧˊ wèntí （名）問題 229
我 ㄨㄛˇ wǒ （代）私 022
我們 ㄨㄛˇ　˙ㄇㄣ wǒmen （代）私たち 027
臥室 ㄨㄛˋ　ㄕˋ wòshì （名）寝室 789
無聊 ㄨˊ　ㄌㄧㄠˊ wúliáo （形）つまらない、退屈である 671
五 ㄨˇ wǔ （名）５ 058
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舞會 ㄨˇ　ㄏㄨㄟˋ wǔhuì （名）ダンスパーティー 793

西 ㄒㄧ xī （名）西 577
西邊 ㄒㄧ　ㄅㄧㄢ xībiān （名）西、西側、西の方 579
西部 ㄒㄧ　ㄅㄨˋ xībù （名）西部、西の部分 578
西瓜 ㄒㄧ　ㄍㄨㄚ xīguā （名）スイカ 878
希望 ㄒㄧ　ㄨㄤˋ xīwàng （動）望む、希望する 392
習慣 ㄒㄧˊ　ㄍㄨㄢˋ xíguàn （動）慣れる 738
習慣 ㄒㄧˊ　ㄍㄨㄢˋ xíguàn （名）習慣 806
洗 ㄒㄧˇ xǐ （動）洗う 216
洗手間 ㄒㄧˇ　ㄕㄡˇ　ㄐㄧㄢ xǐshǒujiān （名）トイレ 423
洗衣機 ㄒㄧˇ　ㄧ　ㄐㄧ xǐyījī （名）洗濯機 753
洗澡 ㄒㄧˇ　ㄗㄠˇ xǐzǎo （動［離］）風呂に入る、シャワーを浴びる 217
喜歡 ㄒㄧˇ　ㄏㄨㄢ xǐhuān （動）好きである、好む、よく～する 157
下 ㄒㄧㄚˋ xià （動）降りる、下りる、下る 691
下班 ㄒㄧㄚˋ　ㄅㄢ xiàbān （動［離］）退勤する、仕事を終える 864
下課 ㄒㄧㄚˋ　ㄎㄜˋ xiàkè （動［離］）授業が終わる 227
下(面) ㄒㄧㄚˋ　ㄇㄧㄢˋ xià(miàn) （名）下、～の下、次の 114
下午 ㄒㄧㄚˋ　ㄨˇ xiàwǔ （名）午後 098
下雪 ㄒㄧㄚˋ　ㄒㄩㄝˇ xiàxuě （動［離］）雪が降る 508
下雨 ㄒㄧㄚˋ　ㄩˇ xiàyǔ （動［離］）雨が降る 507
夏 ㄒㄧㄚˋ xià （名）夏 550
夏天 ㄒㄧㄚˋ　ㄊㄧㄢ xiàtiān （名）夏 344
先 ㄒㄧㄢ xiān （副）先に、まず 105
先生 ㄒㄧㄢ　ㄕㄥ xiānshēng （名）（男性への敬称）～さん、夫 042
鹹 ㄒㄧㄢˊ xián （形）塩辛い 885
現在 ㄒㄧㄢˋ　ㄗㄞˋ xiànzài （名）今、現在 078
香 ㄒㄧㄤ xiāng （形）香りがよい、味がよい 890
香蕉 ㄒㄧㄤ　ㄐㄧㄠ xiāngjiāo （名）バナナ 466
相信 ㄒㄧㄤ　ㄒㄧㄣˋ xiāngxìn （動）信じる、信用する 673
鄉下 ㄒㄧㄤ　ㄒㄧㄚˋ xiāngxià （名）田舎、農村 592

想 ㄒㄧㄤˇ xiǎng （助動）～したい
（動）考える、～と思う、恋しい 154

向 ㄒㄧㄤˋ xiàng （前） ～へ、～に、～に向かって 586
像 ㄒㄧㄤˋ xiàng （動）似ている、まるで～のようだ、同じである 977
消息 ㄒㄧㄠ　ㄒㄧˊ xiāoxí （名）情報、ニュース、消息 780
小 ㄒㄧㄠˇ xiǎo （形）小さい 135
小孩 ㄒㄧㄠˇ　ㄏㄞˊ xiǎohái （名）子供 333
小姐 ㄒㄧㄠˇ　ㄐㄧㄝˇ xiǎojiě （名）（女性への敬称）～さん、お嬢さん 041
小時 ㄒㄧㄠˇ　ㄕˊ xiǎoshí （名）～時間 347
小說 ㄒㄧㄠˇ　ㄕㄨㄛ xiǎoshuō （名）小説 919
小偷 ㄒㄧㄠˇ　ㄊㄡ xiǎotōu （名）泥棒 795
小心 ㄒㄧㄠˇ　ㄒㄧㄣ xiǎoxīn （形）注意深い、慎重である 503
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小學 ㄒㄧㄠˇ　ㄒㄩㄝˊ xiǎoxué （名）小学校 435
小學生 ㄒㄧㄠˇ　ㄒㄩㄝˊ　ㄕㄥ xiǎoxuéshēng （名）小学生 820
笑 ㄒㄧㄠˋ xiào （動）笑う 159
校園 ㄒㄧㄠˋ　ㄩㄢˊ xiàoyuán （名）キャンパス 824
校長 ㄒㄧㄠˋ　ㄓㄤˇ xiàozhǎng （名）校長、学長 823
鞋子 ㄒㄧㄝˊ　˙ㄗ xiézi （名）靴 204
寫 ㄒㄧㄝˇ xiě （動）書く 179
謝謝 ㄒㄧㄝˋ　˙ㄒㄧㄝ xièxie （動）感謝する 018
心 ㄒㄧㄣ xīn （名）気持ち、心、心臓 686
心情 ㄒㄧㄣ　ㄑㄧㄥˊ xīnqíng （名）気分、気持ち、心 687
辛苦 ㄒㄧㄣ　ㄎㄨˇ xīnkǔ （形）つらい、苦しい 665
新 ㄒㄧㄣ xīn （形）新しい 142
新年 ㄒㄧㄣ　ㄋㄧㄢˊ xīnnián （名）新年、正月 342
新聞 ㄒㄧㄣ　ㄨㄣˊ xīnwén （名）ニュース 777
新鮮 ㄒㄧㄣ　ㄒㄧㄢ xīnxiān （形）新鮮である 889
信 ㄒㄧㄣˋ xìn （名）手紙 208
信封 ㄒㄧㄣˋ　ㄈㄥ xìnfēng （名）封筒 412
信用卡 ㄒㄧㄣˋ　ㄩㄥˋ　ㄎㄚˇ xìnyòngkǎ （名）クレジットカード 925
星期 ㄒㄧㄥ　ㄑㄧˊ xīngqí （名）曜日、週 085
星期日 ㄒㄧㄥ　ㄑㄧˊ　ㄖˋ xīngqírì （名）日曜日 087
星期天 ㄒㄧㄥ　ㄑㄧˊ　ㄊㄧㄢ xīngqítiān （名）日曜日 086
星星 ㄒㄧㄥ　˙ㄒㄧㄥ xīngxing （名）星 939
行李 ㄒㄧㄥˊ　ㄌㄧˇ xínglǐ （名）荷物 905
姓 ㄒㄧㄥˋ xìng （動）名字は～という 039
姓名 ㄒㄧㄥˋ　ㄇㄧㄥˊ xìngmíng （名）名字と名（前）、氏名 335

幸福 ㄒㄧㄥˋ　ㄈㄨˊ xìngfú （形）幸福である、幸せである
（名）幸福、幸せ 659

興趣 ㄒㄧㄥˋ　ㄑㄩˋ xìngqù （名）興味、関心 689
休息 ㄒㄧㄡ　ㄒㄧˊ xiūxí （動）休む、休憩する 431
需要 ㄒㄩ　ㄧㄠˋ xūyào （動）必要としている、～しなければならない 680
許多 ㄒㄩˇ　ㄉㄨㄛ xǔduō （形）数多くの、たくさん 983
學 ㄒㄩㄝˊ xué （動）学ぶ、習う、真似る 224
學費 ㄒㄩㄝˊ　ㄈㄟˋ xuéfèi （名）学費 828
學期 ㄒㄩㄝˊ　ㄑㄧˊ xuéqí （名）学期 827
學生 ㄒㄩㄝˊ　ㄕㄥ xuéshēng （名）学生 223
學習 ㄒㄩㄝˊ　ㄒㄧˊ xuéxí （動）勉強する 225
學校 ㄒㄩㄝˊ　ㄒㄧㄠˋ xuéxiào （名）学校 218
學院 ㄒㄩㄝˊ　ㄩㄢˋ xuéyuàn （名）（３学部以下の）大学、学部 826
雪 ㄒㄩㄝˇ xuě （名）雪 948

牙刷 ㄧㄚˊ　ㄕㄨㄚ yáshuā （名）歯ブラシ 616
顏色 ㄧㄢˊ　ㄙㄜˋ yánsè （名）色 417
鹽 ㄧㄢˊ yán （名）塩 882
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眼睛 ㄧㄢˇ　ㄐㄧㄥ yǎnjīng （名）目 132
眼鏡 ㄧㄢˇ　ㄐㄧㄥˋ yǎnjìng （名）眼鏡 414
羊 ㄧㄤˊ yáng （名）羊、ヤギ 954
樣子 ㄧㄤˋ　˙ㄗ yàngzi （名）様子、形、模様 656
要 ㄧㄠˋ yào （動）～がほしい、必要とする 015
要 ㄧㄠˋ yào （助動）～しなければならない、～したい 155
要是 ㄧㄠˋ　ㄕˋ yàoshì （接）もし、もし～なら 992
藥 ㄧㄠˋ yào （名）薬 133
藥房 ㄧㄠˋ　ㄈㄤˊ yàofáng （名）薬局 613
鑰匙 ㄧㄠˋ　˙ㄕ yàoshi （名）鍵 756
爺爺 ㄧㄝˊ　˙ㄧㄝ yéye （名）（父方の）祖父、おじいさん 531
也 ㄧㄝˇ yě （副）～も、～でも、～さえも 302
也許 ㄧㄝˇ　ㄒㄩˇ yěxǔ （副）もしかすると、～かもしれない 997
夜 ㄧㄝˋ yè （名）夜 559
一 ㄧ yī （名）１ 054
一半(兒) ㄧˊ　ㄅㄢˋ　ㄦ yíbàn(r) （名）半分、２分の１ 341
一般 ㄧˋ　ㄅㄢ yìbān （形）一般的である、普通である 652
一點(兒) ㄧˋ　ㄉㄧㄢˇ yìdiǎn(r) （副）少し 306
一定 ㄧˊ　ㄉㄧㄥˋ yídìng （副）必ず、きっと、絶対に 395
一共 ㄧˊ　ㄍㄨㄥˋ yígòng （副）合わせて、合計 979
一會(兒) ㄧˋ　ㄏㄨㄟˇ yìhuǐ(r) （名）すぐ、ほんのしばらく 562
一起 ㄧˋ　ㄑㄧˇ yìqǐ （副）一緒に 308
一些 ㄧˋ　ㄒㄧㄝ yìxiē （名）いくらか、少しばかり 307
一樣 ㄧˊ　ㄧㄤˋ yíyàng （形）同じである、同じく、等しく 147
一直 ㄧˋ　ㄓˊ yìzhí （副）ずっと 971
衣服 ㄧ　˙ㄈㄨ yīfú （名）服 203
醫生 ㄧ　ㄕㄥ yīshēng （名）医者 242
醫院 ㄧ　ㄕㄥ yīyuàn （名）病院 241
已經 ㄧˇ　ㄐㄧㄥ yǐjīng （副）すでに 963
以後 ㄧˇ　ㄏㄡˋ yǐhòu （名）以後、今後、～の後 104
以（前） ㄧˇ　ㄑㄧㄢˊ yǐqián （名）以（前）、昔、～の（前） 103
椅子 ㄧˇ　˙ㄗ yǐzi （名）いす 427
意思 ㄧˋ　˙ㄙ yìsi （名）意味、気持ち、趣 160
藝術 ㄧˋ　ㄕㄨˋ yìshù （名）芸術 838
因為 ㄧㄣ　ㄨㄟˋ yīnwèi （接）なぜなら、～なので、～のために 314
音樂 ㄧㄣ　ㄩㄝˋ yīnyuè （名）音楽 263
銀行 ㄧㄣˊ　ㄏㄤˊ yínháng （名）銀行 361
飲料 ㄧㄣˇ　ㄌㄧㄠˋ yǐnliào （名）飲み物 467
英文 ㄧㄥ　ㄨㄣˊ Yīngwén （名）英語 230
應該 ㄧㄥ　ㄍㄞ yīnggāi （助動）～すべきだ、～のはずだ 681
贏 ㄧㄥˊ yíng （動）勝つ 486

影響 ㄧㄥˇ　ㄒㄧㄤˇ yǐngxiǎng （動）影響する
（名）影響 751
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永遠 ㄩㄥˇ　ㄩㄢˇ yǒngyuǎn （副）いつまでも、永久に 972
勇敢 ㄩㄥˇ　ㄍㄢˇ yǒnggǎn （形）勇敢である 648
用 ㄩㄥˋ yòng （動）使う 162
油 ㄧㄡˊ yóu （名）油 796
郵局 ㄧㄡˊ　ㄐㄩˊ yóujú （名）郵便局 360
游泳 ㄧㄡˊ　ㄩㄥˇ yóuyǒng （動［離］）泳ぐ 406
有 ㄧㄡˇ yǒu （動）持っている、ある、いる 005
有空(兒) ㄧㄡˇ　ㄎㄨㄥˋ yǒukòng(r) （形）時間がある、暇がある 639
有趣 ㄧㄡˇ　ㄑㄩˋ yǒuqù （形）面白い、趣がある 150
有時候 ㄧㄡˇ　ㄕˊ　˙ㄏㄡ yǒushíhou （副）ときどき 351
有用 ㄧㄡˇ　ㄩㄥˋ yǒuyòng （形）役に立つ、有用である 632
又 ㄧㄡˋ yòu （副）何度も、また 974
右 ㄧㄡˋ yòu （名）右 571
右邊 ㄧㄡˋ　ㄅㄧㄢ yòubiān （名）右側、右 119
魚 ㄩˊ yú （名）魚 250
愉快 ㄩˊ　ㄎㄨㄞˋ yúkuài （形）楽しい、愉快である 657
雨 ㄩˇ yǔ （名）雨 947
雨衣 ㄩˇ　ㄧ yǔyī （名）かっぱ、レインコート 762
語法 ㄩˇ　ㄈㄚˇ yǔfǎ （名）文法 835
語言 ㄩˇ　ㄧㄢˊ yǔyán （名）言語、言葉 438
浴室 ㄩˋ　ㄕˋ yùshì （名）浴室、バスルーム 790
元 ㄩㄢˊ yuán （量）（お金の単位）～元 274
原來 ㄩㄢˊ　ㄌㄞˊ yuánlái （副）もともと、当初は、なんだ～であったのか 993
圓 ㄩㄢˊ yuán （形）丸い、行き届いた、円満である 624
遠 ㄩㄢˇ yuǎn （形）遠い 129
願意 ㄩㄢˋ　ㄧˋ yuànyì （助動）～する気がある、～したいと思う 685
約 ㄩㄝ yuē （動）約束する、誘う 744
月 ㄩㄝˋ yuè （名）～月、～カ月 091
月亮 ㄩㄝˋ　ㄌㄧㄤˋ yuèliàng （名）月 938
樂器 ㄩㄝˋ　ㄑㄧˋ yuèqì （名）楽器 915
雲 ㄩㄣˊ yún （名）雲 940
運動 ㄩㄣˋ　ㄉㄨㄥˋ yùndòng （動）運動する 268
運動 ㄩㄣˋ　ㄉㄨㄥˋ yùndòng （名）運動、スポーツ 269

雜誌 ㄗㄚˊ　ㄓˋ zázhì （名）雑誌 776
在 ㄗㄞˋ zài （動）いる、ある、存在する 006
在 ㄗㄞˋ zài （前） ～で、～に 106
在 ㄗㄞˋ zài （副）～している 352
再 ㄗㄞˋ zài （副）再び、もう一度 299
再見 ㄗㄞˋ　ㄐㄧㄢˋ zàijiàn （フ）さようなら、またね 019
髒 ㄗㄤ zāng （形）汚い、汚れている 630
早 ㄗㄠˇ zǎo （形）早い 617
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早上 ㄗㄠˇ　˙ㄕㄤ zǎoshàng （名）朝 095
怎麼 ㄗㄣˇ　˙ㄇㄜ zěnme （疑）どうやって、なぜ、どんな 012
怎麼辦 ㄗㄣˇ　˙ㄇㄜ　ㄅㄢˋ zěnme bàn （フ）どうしよう 519
怎麼了 ㄗㄣˇ　˙ㄇㄜ　˙ㄌㄜ zěnme le （フ）どうしたのか 518
怎麼樣 ㄗㄣˇ　˙ㄇㄜ　ㄧㄤˋ zěnmeyàng （疑）どんな、どのように、どうであるか 013
站 ㄓㄢˋ zhàn （動）立つ 172

張 ㄓㄤ zhāng （量）～脚、
　　　　 ～枚 （平らな部分が目立つものを数える） 074

著急 ㄓㄠ　ㄐㄧˊ zhāojí （形）焦っている、いらいらしている 664
找 ㄓㄠˇ zhǎo （動）探す 182
照顧 ㄓㄠˋ　ㄍㄨˋ zhàogù （動）面倒を見る、世話をする 809
照片 ㄓㄠˋ　ㄆㄧㄢˋ zhàopiàn （名）写真 265
照相 ㄓㄠˋ　ㄒㄧㄤˋ zhàoxiàng （動［離］）写真を撮る 491
照相機 ㄓㄠˋ　ㄒㄧㄤˋ　ㄐㄧ zhàoxiàngjī （名）カメラ 490
這 ㄓㄜˋ zhè （代）この、その 001
這邊 ㄓㄜˋ　ㄅㄧㄢ zhèbiān （名）ここ、こちら、そこ、そちら 568
這裡 ㄓㄜˋ　ㄌㄧˇ zhèlǐ （名）ここ、そこ 107
這麼 ㄓㄜˋ　˙ㄇㄜ zhème （副）こんなに、このように、こういうふうに 515
這兒 ㄓㄜˋㄦ zhèr （名）ここ、そこ 108
這些 ㄓㄜˋ　ㄒㄧㄝ zhèxiē （代）これらの、それらの 513

著 ˙ㄓㄜ zhe （助）～している
　　　　 （動作や状態の継続・持続を表す） 322

真 ㄓㄣ zhēn （副）非常に、きわめて 296
真 ㄓㄣ zhēn （形）本当の、真実である 650
正在 ㄓㄥˋ　ㄗㄞˋ zhèngzài （副）ちょうど～している、今～しつつある 960
政治 ㄓㄥˋ　ㄓˋ zhèngzhì （名）政治 779
枝 ㄓ zhī （量）～本（細長い物を数える） 543
知道 ㄓ　ㄉㄠˋ zhīdào （動）知っている、わかっている 151
隻 ㄓ zhī （量）～匹（動物の数を数える） 539
職業 ㄓˊ　ㄧㄝˋ zhíyè （名）職業 856
只 ㄓˇ zhǐ （副）～だけ、ただ～ 304
只好 ㄓˇ　ㄏㄠˇ zhǐhǎo （副）～するしかない、やむをえず、～せざるをえない 998
紙 ㄓˇ zhǐ （名）紙 207
中國 ㄓㄨㄥ　ㄍㄨㄛˊ Zhōngguó （名）中国 125
中間 ㄓㄨㄥ　ㄐㄧㄢ zhōngjiān （名）間、中間 121
中文 ㄓㄨㄥ　ㄨㄣˊ Zhōngwén （名）中国語 832
中午 ㄓㄨㄥ　ㄨˇ zhōngwǔ （名）昼 097
中心 ㄓㄨㄥ　ㄒㄧㄣ zhōngxīn （名）中心、中央、～センター 909
中學 ㄓㄨㄥ　ㄒㄩㄝˊ zhōngxué （名）中学校 220
鐘頭 ㄓㄨㄥ　ㄊㄡˊ zhōngtóu （名）～時間 560
種 ㄓㄨㄥˇ zhǒng （量）～種類 544
重 ㄓㄨㄥˋ zhòng （形）重い 619
重要 ㄓㄨㄥˋ　ㄧㄠˋ zhòngyào （形）重要である、大切である 385
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週末 ㄓㄡ　ㄇㄛˋ zhōumò （名）週末 088
豬 ㄓㄨ zhū （名）豚 955
煮 ㄓㄨˇ zhǔ （動）煮る、ゆでる 895
住 ㄓㄨˋ zhù （動）住む、泊まる 213
注意 ㄓㄨˋ　ㄧˋ zhùyì （動）注意する、気をつける 397
轉 ㄓㄨㄢˇ zhuǎn （動）変わる、変える、方向を変える 705
裝 ㄓㄨㄤ zhuāng （動）扮装する、～のふりをする、～の真似をする 721
準備 ㄓㄨㄣˇ　ㄅㄟˋ zhǔnbèi （動）準備する、～するつもりである 183
桌(子) ㄓㄨㄛ　˙ㄗ zhuō(zi) （名）テーブル、机 428
字 ㄗˋ zì （名）字 233
字典 ㄗˋ　ㄉㄧㄢˇ zìdiǎn （名）字典 843
自己 ㄗˋ　ㄐㄧˇ zìjǐ （代）自分、～自身、自己 522
自行車 ㄗˋ　ㄒㄧㄥˊ　ㄔㄜ zìxíngchē （名）自転車 495
總是 ㄗㄨㄥˇ　ㄕˋ zǒngshì （副）いつも 970
走 ㄗㄡˇ zǒu （動）歩く、行く、離れる 167
走路 ㄗㄡˇ　ㄌㄨˋ zǒulù （動［離］）歩く 168
租 ㄗㄨ zū （動）賃貸しする、賃借りする 713
足球 ㄗㄨˊ　ㄑㄧㄡˊ zúqiú （名）演技、パフォーマンス 480
嘴巴 ㄗㄨㄟˇ　˙ㄅㄚ zuǐba （名）口、頬 598
最 ㄗㄨㄟˋ zuì （副）最も、一番 965
最後 ㄗㄨㄟˋ　ㄏㄡˋ zuìhòu （名）最後、物事や順番の一番あと 566
最近 ㄗㄨㄟˋ　ㄐㄧㄣˋ zuìjìn （名）最近、このごろ 565
昨天 ㄗㄨㄛˊ　ㄊㄧㄢ zuótiān （名）昨日 084
左 ㄗㄨㄛˇ zuǒ （名）左 570
左邊 ㄗㄨㄛˇ　ㄅㄧㄢ zuǒbiān （名）左側、左 118
作業 ㄗㄨㄛˋ　ㄧㄝˋ zuòyè （名）宿題、作業 442
坐 ㄗㄨㄛˋ zuò （動）座る 173
座位 ㄗㄨㄛˋ　ㄨㄟˋ zuòwèi （名）座席、席 794
做 ㄗㄨㄛˋ zuò （動）する、やる、作る 161
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