
台湾華語単語 つぎへの1400　索引

阿公 ㄚ ㄍㄨㄥ āgōng （名）祖父、おじいさん 25

阿嬤 ㄚ ㄇㄚˋ āmà （名）祖母、おばあさん 24

唉 ㄞ āi （感）（意外や不満を表すときに発する）
         やれやれ、おや 1413

愛好 ㄞˋ ㄏㄠˋ àihào （名）趣味、好み 358

愛情 ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ àiqíng （名）愛情 470

愛心 ㄞˋ ㄒㄧㄣ àixīn （名）思いやり 109

哎呀 ㄞ ˙ㄧㄚ āiya （感）（驚いたり意外に思ったりしたときに
         発する）あれっ、わぁ、おや 1410

唉唷 ㄞ ㄧㄛ āiyō （感）（驚いたときや苦しいとき、痛いときに
         発する）うわっ、いてっ 1412

安靜 ㄢ ㄐㄧㄥˋ ānjìng （形）静かである、平穏である 755

安排 ㄢ ㄆㄞˊ ānpái （動）手配する、調整する
（名）段取り、スケジュール、配置 867

岸 ㄢˋ àn （名）岸、水際 613

按 ㄢˋ àn （動）押す、押さえる
（前）～に基づく、～どおりに 890

按照 ㄢˋ ㄓㄠˋ ànzhào （前）～に基づいて、～どおりに 1382

暗 ㄢˋ àn （形）暗い 745

案（子） ㄢˋ ˙ㄗ àn(zi) （名）案件、プロジェクト、事件 520

熬夜 ㄠˊ ㄧㄝˋ áoyè （動［離］） 夜更かしする、徹夜する 1082

澳洲 ㄠˋㄓㄡ Àozhōu （名）オーストラリア 246

擺 ㄅㄞˇ bǎi （動）並べる、配置する、置く 913

拜拜 ㄅㄞˋ ㄅㄞˋ bàibài （動）お参りする、拝む 1128

拜訪 ㄅㄞˋ ㄈㄤˇ bàifǎng （動）訪問する、訪れる 982

拜年 ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ bàinián （動［離］） 新年のあいさつをする 1127

班機 ㄅㄢ ㄐㄧ bānjī （名）定期航空便 272

半天 ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ bàntiān （名）長い間、半日 197

扮演 ㄅㄢˋ ㄧㄢˇ bànyǎn （動）扮する、演じる、役割を果たす 1136

辦事處 ㄅㄢˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ bànshìchù （名）事務所、オフィス 528

包裹 ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ bāoguǒ （名）小包、包み 306

包含 ㄅㄠ ㄏㄢˊ bāohán （動）含む 1240

保持 ㄅㄠˇ ㄔˊ bǎochí （動）保つ、維持する、保持する 1237

保證 ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ bǎozhèng （動）保証する、約束する
（名）保証、根拠 1216

寶 ㄅㄠˇ bǎo （名）宝 464

抱 ㄅㄠˋ bào （動）抱く、抱える 902

抱歉 ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢˋ bàoqiàn （動）すまなく思う、申し訳なく思う 992

抱怨 ㄅㄠˋ ㄩㄢˋ bàoyuàn （動）不満に思う、恨みごとをいう 953

報名 ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ bàomíng （動［離］） 申し込む 1149
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台湾華語単語 つぎへの1400　索引

背後 ㄅㄟˋ ㄏㄡˋ bèihòu （名）うしろ、背後、影、裏 240

背景 ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ bèijǐng （名）背景、後ろ盾、バック 667

背心 ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ bèixīn （名）タンクトップ、ベスト、チョッキ 441

被子 ㄅㄟˋ˙ㄗ bèizi （名）布団 331

本人 ㄅㄣˇ ㄖㄣˊ běnrén （名）本人、自分 92

笨蛋 ㄅㄣˋ ㄉㄢˋ bèndàn （名）まぬけ、ばか 111

鼻涕 ㄅㄧˊ ㄊㄧˋ bítì （名）鼻水 143

比如（說） ㄅㄧˇ ㄖㄨˊㄕㄨㄛ bǐrú (shuō) （接）たとえば 1393

筆記 ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ bǐjì （名）筆記、メモ 595

筆記本 ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ bǐjìběn （名）ノート 596

必需 ㄅㄧˋ ㄒㄩ bìxū （動）欠かすことのできない、
　　　　 どうしても必要である 1045

必要 ㄅㄧˋ ㄧㄠˋ bìyào （形）必要である、必要とする 825

避免 ㄅㄧˋ ㄇㄧㄢˇ bìmiǎn （動）避ける、防止する 1222

編 ㄅㄧㄢ biān （動）編む、編集する 1169

便利 ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˋ biànlì （形）便利である
（動）便宜を図る 820

變成 ㄅㄧㄢˋ ㄔㄥˊ biànchéng （動）～に変わる、～に変える 856

變化 ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ biànhuà （名）変化
（動）変わる、変化する 655

表 ㄅㄧㄠˇ biǎo （名）時計、メーター、表 316

表達 ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ biǎodá （動）表現する、伝える 944

表哥 ㄅㄧㄠˇ ㄍㄜ biǎogē （名）いとこ 30

表格 ㄅㄧㄠˇ ㄍㄜˊ biǎogé （名）表、フォーム 564

表妹 ㄅㄧㄠˇ ㄇㄟˋ biǎomèi （名）いとこ 31

表面 ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ biǎomiàn （名）表面、うわべ 670

表情 ㄅㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ biǎoqíng （名）表情、顔つき 151

表示 ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ biǎoshì （動）示す、表す 1188

表現 ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ biǎoxiàn （動）表現する、あらわれる
（名）表現、態度 943

表演 ㄅㄧㄠˇ ㄧㄢˇ biǎoyǎn （動）演じる、実演する
（名）演技、パフォーマンス 1135

冰涼 ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ bīngliáng （形）冷えている、氷のように冷たい 753

並且 ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ bìngqiě （接）そのうえ、かつ、そして 1408

病房 ㄅㄧㄥˋ ㄈㄤˊ bìngfáng （名）病室 168

病情 ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ bìngqíng （名）病状、症状 167

玻璃 ㄅㄛ ㄌㄧˊ bōlí （名）ガラス 326

博士 ㄅㄛˊ ㄕˋ bóshì （名）博士 70

博物館 ㄅㄛˊ ㄨˋ ㄍㄨㄢˇ bówùguǎn （名）博物館 278

脖（子） ㄅㄛˊ ˙ㄗ bó(zi) （名）首 135

補習班 ㄅㄨˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ bǔxíbān （名）学習塾、予備校 565

不安 ㄅㄨˋ ㄢ bù’ān （形）落ち着かない、不安定である 802
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不當 ㄅㄨˊ ㄉㄤˋ búdàng （形）適当でない、妥当でない 830

不得不 ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄅㄨˋ bùdébù （フ）やむをえず、～せざるをえない 1331

不斷 ㄅㄨˊ ㄉㄨㄢˋ búduàn （副）たえず、ひっきりなしに 1313

不見得 ㄅㄨˊ ㄐㄧㄢˋ ˙ㄉㄜ bújiànde （副）～とはかぎらない、～とは思えない 1342

不論 ㄅㄨˊ ㄌㄨㄣˋ búlùn （接）～にかかわらず、たとえ～であろうと 1403

不如 ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ bùrú （動）～には及ばない
（接）（～よりは）～の方がよい 1046

不行 ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˊ bùxíng （形）だめである、よくない
（動）いけない、許されない 831

不幸 ㄅㄨˊ ㄒㄧㄥˋ búxìng （形）不幸である、運が悪い
（名）不幸、災難 828

不足 ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ bùzú （形）不足している、足りない 741

布 ㄅㄨˋ bù （名）布 447

部門 ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ bùmén （名）部門、（政府の）機関 527

擦 ㄘㄚ cā （動）こする、拭く、塗る、消す 887

猜 ㄘㄞ cāi （動）推測する、当てる、疑う 1032

材料 ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ cáiliào （名）材料、原料、資料 420

採 ㄘㄞˇ cǎi （動）摘みとる、採取する、選びとる 891

採用 ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ cǎiyòng （動）採用する、取り入れる 1160

參考 ㄘㄢ ㄎㄠˇ cānkǎo （動）参考にする 1223

餐點 ㄘㄢ ㄉㄧㄢˇ cāndiǎn （名）食べ物、料理とおやつ 397

藏 ㄘㄤˊ cáng （動）隠れる、隠す、しまう 914

操場 ㄘㄠ ㄔㄤˇ cāochǎng （名）運動場、グラウンド 556

草地 ㄘㄠˇ ㄉㄧˋ cǎodì （名）草地 261

測驗 ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ cèyàn （名）テスト、測定 560

曾（經） ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ céng(jīng) （副）かつて 1325

差別 ㄔㄚ ㄅㄧㄝˊ chābié （名）違い、差異、隔たり 117

差異 ㄔㄚ ㄧˋ chāyì （名）差異、相違 118

差一點 ㄔㄚ ㄧˋ ㄉㄧㄢˇ chāyìdiǎn （副）もう少しのところで、あやうく 1370

茶葉 ㄔㄢˇ ㄕㄥ cháyè （名）茶葉 427

產生 ㄔㄢˇ ㄕㄥ chǎnshēng （動）生じる、発生する、現れる 1264

長短 ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˇ chángduǎn （名）長さ、よしあし 649

常見 ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ chángjiàn （形）よくある、よく見かける 765

常識 ㄔㄤˊ ㄕˋ chángshì （名）常識 664

嘗試 ㄔㄤˊ ㄕˋ chángshì （動）試みる、試す 1194

超過 ㄔㄠ ㄍㄨㄛˋ chāoguò （動）超える、上回る、追い越す 1255

超級 ㄔㄠ ㄐㄧˊ chāojí （形）スーパー、超～ 817

潮溼 ㄔㄠˊ ㄕ cháoshī （形）湿っぽい 751

吵架 ㄔㄠˇ ㄐㄧㄚˋ chǎojià （動［離］） 口げんかをする、口論する 990

車禍 ㄔㄜ ㄏㄨㄛˋ chēhuò （名）交通事故 276

C
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趁 ㄔㄣˋ chèn （前）～のうちに、～に乗じて 1390

襯衫 ㄔㄣˋ ㄕㄢ chènshān （名）ワイシャツ、ブラウス 440

稱為 ㄔㄥ ㄨㄟˊ chēngwéi （動）～といわれる、～と呼ばれる 949

成 ㄔㄥˊ chéng （動）～になる、～にする、完成する 1246

成果 ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ chéngguǒ （名）成果、結果 466

成就 ㄔㄥˊ ㄐㄧㄡˋ chéngjiù （名）成就、達成、業績 465

成立 ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ chénglì （動）創立する、誕生する、成り立つ 1157

成年 ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ chéngnián （名）成年
（動）成年になる 50

成人 ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ chéngrén （名）成人、大人 51

成熟 ㄔㄥˊ ㄕㄡˊ chéngshóu （動）（果物や人、時期などが）熟す、
　　　　 成熟する 1051

成長 ㄔㄥˊ ㄓㄤˇ chéngzhǎng （動）成長する、成熟する、発展する留 1050

承認 ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ chéngrèn （動）認める、承認する 1038

乘客 ㄔㄥˊ ㄎㄜˋ chéngkè （名）乗客 275

持續 ㄔˊ ㄒㄩˋ chíxù （動）持続する、続く 1238

尺 ㄔˇ chǐ （名）定規、ものさし
（量）（長さを表す） 323

充電 ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ chōngdiàn （動［離］） 充電する 1110

充滿 ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ chōngmǎn （動）満ちる、あふれる、みなぎる 1245

衝 ㄔㄨㄥ chōng （動）突進する 932

衝突 ㄔㄨㄥ ㄊㄨˊ chōngtú （動）衝突する
（名）衝突 933

重 ㄔㄨㄥˊ chóng （副）もう一度、再び
（動）重複する 1308

抽菸 ㄔㄡ ㄧㄢ chōuyān （動）たばこを吸う 1117

醜 ㄔㄡˇ chǒu （形）みにくい、不格好である、
　　　　 恥ずべきである 737

出版 ㄔㄨ ㄅㄢˇ chūbǎn （動）出版する 1171

出產 ㄔㄨ ㄔㄢˇ chūchǎn （動）産出する、生産する 1212

出發 ㄔㄨ ㄈㄚ chūfā （動）出発する 920

出現 ㄔㄨ ㄒㄧㄢˋ chūxiàn （動）現れる、出現する 1262

出院 ㄔㄨ ㄩㄢˋ chūyuàn （動［離］） 退院する 883

出租 ㄔㄨ ㄗㄨ chūzū （動）貸し出す、リースする、レンタルする 1113

初 ㄔㄨ chū （名）はじめ、最初 180

初一 ㄔㄨ ㄧ chūyī （名）旧暦の１日、中学１年生 219

初中 ㄨ ㄓㄨㄥ chūzhōng （名）初級中学校 547

除非 ㄔㄨˊ ㄈㄟ chúfēi （接）～しなければ～しない、～してこそ 1399

處理 ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ chǔlǐ （動）処理する、解決する 1204

處 ㄔㄨˋ chù （名）場所、ところ
（量）～カ所、～戸（場所や家を数える） 235

傳來 ㄔㄨㄢˊ ㄌㄞˊ chuánlái （動）伝える、伝わる、伝わってくる 960
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傳說 ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨㄛ chuánshuō （名）伝説、噂、言い伝え
（動）言い伝える、噂する 479

傳真 ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ chuánzhēn （名）ファックス 336

窗口 ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ chuāngkǒu （名）窓口、カウンター 288

創新 ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ chuàngxīn （動）新しいものを生み出す、創造する 1211

創意 ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ chuàngyì （名）創造性、新しい思いつき、
　　　　 新しいコンセプト 377

創造 ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ chuàngzào （動）創造する、新しく作り出す 1210

吹 ㄔㄨㄟ chuī （動）吹く、吹きつける、ほらを吹く、だめになる 1267

春聯 ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ chūnlián （名）春聯 223

刺激 ㄘˋ ㄐㄧ cìjī （動）刺激する 1266

從此 ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ cóngcǐ （副）そのときから、これから 1323

從事 ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ cóngshì （動）従事する、携わる 1161

從小 ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ cóngxiǎo （副）幼いころから 1324

粗 ㄘㄨ cū （形）太い、粗い、いいかげんである 713

醋 ㄘㄨˋ cù （名）酢 418

存檔 ㄘㄨㄣˊ ㄉㄤˇ cúndǎng （動［離］） ファイルを保存する 1108

錯誤 ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ cuòwù （名）間違い、誤り
（形）間違っている 468

答應 ㄉㄚ ㄧㄥˋ dāyìng （動）返事をする、承諾する 1000

達到 ㄉㄚˊ ㄉㄠˋ dádào （動）達する、到達する 1195

打扮 ㄉㄚˇ ㄅㄢˋ dǎbàn （動）着飾る、装う
（名）いでたち、装い 1115

打包 ㄉㄚˇ ㄅㄠ dǎbāo （動）梱包する、（残った料理を持ち帰るため
　　　　 に）パックに詰める、テイクアウトする 1073

打架 ㄉㄚˇ ㄐㄧㄚˋ dǎjià （動［離］） けんかをする 991

打噴嚏 ㄉㄚˇ ㄆㄣ ㄊㄧˋ dǎ pēntì （フ）くしゃみをする 869

打掃 ㄉㄚˇ ㄙㄠˇ dǎsǎo （動）掃除をする 1102

打聽 ㄉㄚˇ ㄊㄧㄥ dǎtīng （動）尋ねる 958

打招呼 ㄉㄚˇ ㄓㄠ ㄏㄨ dǎ zhāohū （フ）あいさつをする 962

打字 ㄉㄚˇ ㄗˋ dǎzì （動［離］） 文字を入力する 1106

大方 ㄉㄚˋ ㄈㄤ dàfāng （形）気前がよい、おっとりしている、
　　　　 （様式や色が）上品である 794

大量 ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ dàliàng （形）大量である、膨大である、度量が大きい 726

大名 ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ dàmíng （名）お名前 124

大廳 ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ dàtīng （名）ロビー、ホール、大広間 286

大小 ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ dàxiǎo （名）大きさ、大と小、大人と子供、上下 651

大約 ㄉㄚˋ ㄩㄝ dàyuē （副）およそ、おおかた、おそらく 1369

大自然 ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ dàzìrán （名）大自然 604

待會兒 ㄉㄞ ㄏㄨㄟˇ ㄦ dāihuǐr （副）しばらくして、後で 1321

代 ㄉㄞˋ dài （動）代える、代わる 1227

D
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台湾華語単語 つぎへの1400　索引

代表 ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ dàibiǎo （動）代表する、表す、意味する
（名）代表 1187

代名詞 ㄉㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ dàimíngcí （名）代名詞 584

單純 ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ dānchún （形）単純である、簡単である、純粋である 729

淡 ㄉㄢˋ dàn （形）（味や濃度が）薄い、
　　　　 （色が）淡い、浅い 771

當初 ㄉㄤ ㄔㄨ dāngchū （名）はじめ、以前、昔 179

當地 ㄉㄤ ㄉㄧˋ dāngdì （名）現地 234

當年 ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ dāngnián （名）当時、その年、同じ年 216

當天 ㄉㄤ ㄊㄧㄢ dāngtiān （名）当日、その日 215

當成 ㄉㄤˋ ㄔㄥˊ dàngchéng （動）～とみなす、～と思う 1037

當作 ㄉㄤˋ ㄗㄨㄛˋ dàngzuò （動）～とみなす、～と思う 1036

島 ㄉㄠˇ dǎo （名）島 616

倒 ㄉㄠˇ dǎo （動）倒れる、（店が）つぶれる、
　　　 　（事業が）失敗する、横になる 1176

導演 ㄉㄠˇ ㄧㄢˇ dǎoyǎn （名）監督 73

到達 ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ dàodá （動）到着する、着く 921

到底 ㄉㄠˋ ㄉㄧˇ dàodǐ （副）そもそも、いったい、とうとう、ついに
（動）最後までやり抜く 1351

到期 ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ dàoqí （動）期限がくる、満期になる 1173

倒 ㄉㄠˋ dào

（動）つぐ、注ぐ、逆さまにする、
　　　　 逆にする、（車を）バックさせる
（副）むしろ、かえって、意外にも、
　　　　 思いがけず

1079

倒是 ㄉㄠˋ ㄕˋ dàoshì （副）かえって、～なのに 1355

道德 ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ dàodé （名）道徳 489

道理 ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ dàolǐ （名）道理、法則、わけ 9

道路 ㄉㄠˋ ㄌㄨˋ dàolù （名）道路 262

等待 ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ děngdài （動）待つ、待ち望む 1225

的確 ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ díquè （副）たしかに、確実に、疑いなく 1349

地板 ㄉㄧˋ ㄅㄢˇ dìbǎn （名）床板、床 295

地理 ㄉㄧˋ ㄌㄧˇ dìlǐ （名）地理 572

地球 ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ dìqiú （名）地球 245

地區 ㄉㄧˋ ㄑㄩ dìqū （名）地区 229

地攤 ㄉㄧˋ ㄊㄢ dìtān （名）露店 349

地位 ㄉㄧˋ ㄨㄟˋ dìwèi （名）地位、立場、
　　　　 （人やものが占める）位置 506

地下室 ㄉㄧˋ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ dìxiàshì （名）地下室 294

地震 ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ dìzhèn （名）地震 638

弟妹 ㄉㄧˋ ㄇㄟˋ dìmèi （名）弟の妻 29

典禮 ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ diǎnlǐ （名）式典、儀式 224

典型 ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ diǎnxíng （名）典型、手本、モデルケース
（形）典型的である 659
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台湾華語単語 つぎへの1400　索引

點頭 ㄉㄧㄢˇ ㄊㄡˊ diǎntóu （動［離］） うなずく、同意する、 会釈する 1002

電池 ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ diànchí （名）電池 317

電燈 ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ diàndēng （名）電灯 318

電風扇 ㄉㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕㄢˋ diànfēngshàn （名）扇風機 337

電器 ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ diànqì （名）家電製品、電気器具 334

電視劇 ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ diànshìjù （名）テレビドラマ 363

電視台 ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄊㄞˊ diànshìtái （名）テレビ局 362

電子 ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ diànzǐ （名）電子 332

釣魚 ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ diàoyú （動）釣りをする 1142

調查 ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ diàochá （動）調査する、調べる 1164

訂購 ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ dìnggòu （動）注文する、発注する 1092

訂婚 ㄉㄧㄥˋ ㄏㄨㄣ dìnghūn （動［離］） 婚約する 1058

懂得 ㄉㄨㄥˇ ˙ㄉㄜ dǒngde （動）わかる、理解している 1024

洞 ㄉㄨㄥˋ dòng （名）穴、洞穴 449

動詞 ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ dòngcí （名）動詞 586

棟 ㄉㄨㄥˋ dòng （量）～棟（家屋を数える） 1295

動物園 ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄩㄢˊ dòngwùyuán （名）動物園 279

動作 ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ dòngzuò （名）動き、動作 150

都市 ㄉㄨ ㄕˋ dūshì （名）都市、都会 252

毒 ㄉㄨˊ dú （名）毒 629

獨立 ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ dúlì （形）独立している
（動）独立する、単独で行う 768

讀者 ㄉㄨˊ ㄓㄜˇ dúzhě （名）読者 81

度過 ㄉㄨˋ ㄍㄨㄛ dùguò （動）過ごす 1065

度假 ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ dùjià （動）休みを過ごす 1129

端 ㄉㄨㄢ duān （動）（両手で平らに）持つ、さらけ出す 899

段 ㄉㄨㄢˋ duàn
（量）（長いものの区切りを数える）、
　　　　 （一定の距離や時間を数える）、
　　　　 （段落や段階を数える）

1296

堆 ㄉㄨㄟ duī （量）（うず高く積まれたものや群れをなし
　　　　 た人を数える） 1286

隊 ㄉㄨㄟˋ duì （量）～隊、～列（群れを数える）
（名）チーム、隊 1288

對待 ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ duìdài （動）対応する、対処する 1205

對方 ㄉㄨㄟˋ ㄈㄤ duìfāng （名）相手、先方 89

對話 ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ duìhuà （名）対話 119

對手 ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ duìshǒu （名）（試合や競技などの）相手、
　　　　 ライバル 91

對象 ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ duìxiàng （名）対象、（恋愛や結婚の）相手 477

頓 ㄉㄨㄣˋ dùn （量）～回、～度
　　　　 （食事や叱責の数などを数える） 1303

多半 ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ duōbàn （副）おおかた、たぶん
（名）大半、大多数 1338
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多數 ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ duōshù （名）多数 176

躲 ㄉㄨㄛˇ duǒ （動）避ける、よける、隠れる 917

俄國 ㄜˊ ㄍㄨㄛˊ Éguó （名）ロシア 248

而已 ㄦˊ ㄧˇ éryǐ （助）～にすぎない、～だけである 1409

兒童 ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ értóng （名）子供、児童 44

耳 ㄦˇ ěr （名）耳 133

發 ㄈㄚ fā （動）発送する、送る、出す、起こる、
　　　　 生じる 866

發表 ㄈㄚ ㄅㄧㄠˇ fābiǎo （動）発表する、表明する、掲載する 1185

發財 ㄈㄚ ㄘㄞˊ fācái （フ） お金持ちになる、財を築く 1098

發出 ㄈㄚ ㄔㄨ fāchū （動）出す、発する 1184

發明 ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ fāmíng （動）発明する
（名）発明 1209

發炎 ㄈㄚ ㄧㄢˊ fāyán （動）炎症を起こす 879

發音 ㄈㄚ ㄧㄣ fāyīn （動）発音する
（名）発音 1153

發展 ㄈㄚ ㄓㄢˇ fāzhǎn （動）発展する、発展させる 1208

髮型 ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ fǎxíng （名）髪型 155

翻 ㄈㄢ fān （動）めくる、ひっくり返る、ひっくり返す 888

翻譯 ㄈㄢ ㄧˋ fānyì （動）翻訳する 1170

煩惱 ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ fánnǎo （形）思い悩む、悩み煩う 803

反 ㄈㄢˇ fǎn （形）反対の
（動）反対する、反逆する 733

反對 ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ fǎnduì （動）反対する、拒否する 1001

反應 ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ fǎnyìng （名）反応、反響、手ごたえ、効き目
（動）反応する 116

反正 ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ fǎnzhèng （副）どのみち、いずれにせよ、どうせ 1356

犯 ㄈㄢˋ fàn （動）犯す、侵す、起こる 1068

犯罪 ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ fànzuì （動［離］） 犯罪を犯す
（名）犯罪 1069

範圍 ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ fànwéi （名）範囲、規模 684

方式 ㄈㄤ ㄕˋ fāngshì （名）方式、やり方、様式 653

方形 ㄈㄤ ㄒㄧㄥˊ fāngxíng （名）四角形、方形 571

訪問 ㄈㄤˇ ㄨㄣˋ fǎngwèn （動）訪問する、訪れる 983

放棄 ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ fàngqì （動）放棄する、捨てる、あきらめる 848

放鬆 ㄈㄤˋ ㄙㄨㄥ fàngsōng （動）リラックスする、緩める、おろそかにする 1008

放下 ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚˋ fàngxià （動）置く、手放す、やめる 900

放學 ㄈㄤˋ ㄒㄩㄝˊ fàngxué （動）授業が終わる、学校が休みになる 1146

肥胖 ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ féipàng （形）太っている 719

費 ㄈㄟˋ fèi （動）費やす、無駄に使う
（名）費用、料金 1088

E

F

8/40



台湾華語単語 つぎへの1400　索引

費用 ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ fèiyòng （名）費用 356

分別 ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ fēnbié
（副）それぞれ、別々に
（名）区別、違い
（動）区別する、見分ける

1366

分開 ㄈㄣ ㄎㄞ fēnkāi （動）別れる、分ける、離れる 1056

分手 ㄈㄣ ㄕㄡˇ fēnshǒu （動［離］） 別れる 864

分數 ㄈㄣ ㄕㄨˋ fēnshù （名）（成績の）点数、分数 561

分享 ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ fēnxiǎng （動）共有する、分かち合う 968

粉 ㄈㄣˇ fěn （名）粉 405

粉紅 ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ fěnhóng （名）ピンク 601

瘋 ㄈㄥ fēng （動）気がおかしくなる、正気でない、
　　　　 思う存分遊ぶ 1022

豐富 ㄈㄥ ㄈㄨˋ fēngfù （形）豊かである、豊富である 734

否則 ㄈㄡˇ ㄗㄜˊ fǒuzé （接）そうでなければ、さもなくば 1400

夫婦 ㄈㄨ ㄈㄨˋ fūfù （名）夫婦 20

夫妻 ㄈㄨ ㄑㄧ fūqī （名）夫婦、夫と妻 19

服裝 ㄈㄨˊ ㄓㄨㄤ fúzhuāng （名）服装、身なり 432

幅 ㄈㄨˊ fú （量）～枚（絵画や布などを数える） 1291

付出 ㄈㄨˋ ㄔㄨ fùchū （動）費やす、払う 1087

負責 ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ fùzé （動）責任を負う、担当する
（形）責任感のある 1162

婦女 ㄈㄨˋ ㄋㄩˇ fùnǚ （名）婦人、女性 60

複習 ㄈㄨˋ ㄒㄧˊ fùxí （動）復習する 1148

複雜 ㄈㄨˋ ㄗㄚˊ fùzá （形）複雑である 730

該 ㄍㄞ gāi （助動）～すべきである、～のはずである、
　　　　　  ～にちがいない 1275

改變 ㄍㄞˇ ㄅㄧㄢˋ gǎibiàn （動）変わる、変化する、変える 1248

改善 ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ gǎishàn （動）改善する 1249

改天 ㄍㄞˇ ㄊㄧㄢ gǎitiān （副）日を改めて、いずれ、近いうちに 1322

蓋 ㄍㄞˋ gài （動）ふたをする、（建物などを）建てる 1080

蓋子 ㄍㄞˋ ˙ㄗ gàizi （名）ふた 429

感到 ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ gǎndào （動）感じる、思う 846

感動 ㄍㄢˇ ㄉㄨㄥˋ gǎndòng （動）感動する、感動させる 1019

感情 ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ gǎnqíng （名）感情、気持ち、好感 102

感謝 ㄍㄢˇ ㄒㄧㄝˋ gǎnxiè （動）感謝する 841

趕 ㄍㄢˇ gǎn （動）追いかける、急ぐ 936

趕緊 ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ gǎnjǐn （副）急いで、速やかに、さっそく 1373

鋼琴 ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ gāngqín （名）ピアノ 371

高大 ㄍㄠ ㄉㄚˋ gāodà （形）高くて大きい、偉大である 710

高麗菜 ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄘㄞˋ gāolìcài （名）キャベツ 412

G
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高速 ㄍㄠ ㄙㄨˋ gāosù （形）高速の 723

高鐵 ㄍㄠ ㄊㄧㄝˇ gāotiě （名）高速鉄道 11

歌唱 ㄍㄜ ㄔㄤˋ gēchàng （動）歌う 1137

歌詞 ㄍㄜ ㄘˊ gēcí （名）歌詞 374

歌手 ㄍㄜ ㄕㄡˇ gēshǒu （名）歌手 72

格子 ㄍㄜˊ ˙ㄗ gézi （名）枠、ます、罫 563

隔壁 ㄍㄜˊ ㄅㄧˋ gébì （名）隣、隣家 18

各自 ㄍㄜˋ ㄗˋ gèzì （代）それぞれ、各自 6

各式各樣 ㄍㄜˋ ㄕˋ ㄍㄜˋ ㄧㄤ g̀èshìgèyàng （フ）さまざまな這 1418

個人 ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ gèrén （名）個人、自分、私 93

個性 ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ gèxìng （名）（人の）個性、（ものの）特性 97

個子 ㄍㄜˋ ˙ㄗ gèzi （名）背丈 159

根 ㄍㄣ gēn （量）～本（細長いものを数える） 1289

根本 ㄍㄣ ㄅㄣˇ gēnběn （副）まったく、はじめから、完全に
（名）根本、根源 1360

（根）據 ㄍㄣ ㄐㄩˋ (gēn)jù （前）～に基づいて、～によれば 1383

工廠 ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ gōngchǎng （名）工場 529

工程師 ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ gōngchéngshī （名）エンジニア 65

工具 ㄍㄨㄥ ㄐㄩˋ gōngjù （名）工具、道具、手段、方法 594

公尺 ㄍㄨㄥ ㄔˇ gōngchǐ （量）～ m 1278

公分 ㄍㄨㄥ ㄈㄣ gōngfēn （量）～ cm 1277

公共 ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ gōnggòng （形）公共の、共同の 760

公斤 ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣ gōngjīn （量）～ kg 1281

公開 ㄍㄨㄥ ㄎㄞ gōngkāi （動）公にする
（形）公然の、公開の 1191

公里 ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ gōnglǐ （量）～ km 1279

公平 ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ gōngpíng （形）公平である、公正である 758

公寓 ㄍㄨㄥ ㄩˋ gōngyù （名）アパート 285

功夫 ㄍㄨㄥ ˙ㄈㄨ gōngfu （名）時間、暇、腕前、努力 201

功能 ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ gōngnéng （名）機能、効用 344

恭喜 ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ gōngxǐ （動）お祝いを述べる 849

共同 ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ gòngtóng （形）共同の、共通の 761

溝通 ㄍㄡ ㄊㄨㄥ gōutōng （動）コミュニケーションをとる、交流する 961

購買 ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ gòumǎi （動）購入する、購買する 1093

購物 ㄍㄡˋ ㄨˋ gòuwù （名）買い物
（動）買い物をする 346

古代 ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ gǔdài （名）古代 208

鼓勵 ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ gǔlì （動）励ます、奨励する
（名）励み、激励 986

固定 ㄍㄨˋ ㄉㄧㄥˋ gùdìng （動）固定させる、固定している
（形）固定している、定着している、 動かない 1236

故鄉 ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ gùxiāng （名）故郷、ふるさと 257
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故意 ㄍㄨˋ ㄧˋ gùyì （副）わざと、意図的に 1332

顧客 ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ gùkè （名）顧客、得意先 537

颳 ㄍㄨㄚ guā （動）（風が）吹く 1268

掛號 ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ guàhào （動［離］） 受付をする 881

乖 ㄍㄨㄞ guāi （形）いうことをよく聞く、聞き分けがいい、
　　　　 利口である 782

怪 ㄍㄨㄞˋ guài （形）おかしい、怪しい
（動）～のせいにする、とがめる、責める 801

怪不得 ㄍㄨㄞˋ ㄅㄨˋ ˙ㄉㄜ guàibùde （副）どうりで、～するのも無理はない 1344

官員 ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ guānyuán （名）政府関係者、役人、官僚 493

關門 ㄍㄨㄢ ㄇㄣˊ guānmén （動［離］） 閉店する、休業する、倒産する 1177

關於 ㄍㄨㄢ ㄩˊ guānyú （前）～について、～に関して 1385

觀念 ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ guānniàn （名）観念、考え方、思想 114

觀光 ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ guānguāng （動）観光する
（名）観光 1130

觀光客 ㄍㄨㄢ ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ guānguāngkè （名）観光客 393

觀眾 ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ guānzhòng （名）観客、観衆 392

管 ㄍㄨㄢˇ guǎn （動）かまう、扱う、管理する 979

管理 ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ guǎnlǐ （動）管理する、取り扱う、世話をする、
　　　　 取り締まる 1166

罐子 ㄍㄨㄢˋ ˙ㄗ guànzi （名）缶 430

光線 ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢˋ guāngxiàn （名）光、光線 608

廣告 ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ guǎnggào （名）広告 378

規定 ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ guīdìng （動）定める、規定する
（名）規定、決まり 1217

規模 ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ guīmó （名）規模 685

規則 ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ guīzé （名）規則、ルール
（形）規則正しい 661

鬼 ㄍㄨㄟˇ guǐ （名）幽霊 480

貴姓 ㄍㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ guìxìng （名）お名前 123

櫃檯 ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ guìtái （名）カウンター 287

鍋（子） ㄍㄨㄛ˙ㄗ guō(zi) （名）鍋 428

國際 ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ guójì （形）国際的な 767

國內 ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ guónèi （名）国内 241

國外 ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ guówài （名）国外 242

國語 ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ guóyǔ （名）国語 573

國中 ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨㄥ guózhōng （名）国民中学校 548

果然 ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ guǒrán （副）案の定、思ったとおり 1345

過分 ㄍㄨㄛˋ ㄈㄣˋ guòfèn （形）度を越している、ひどすぎる 814

過敏 ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ guòmǐn （名）アレルギー
（動）過敏である、アレルギーがある 166

過期 ㄍㄨㄛˋ ㄑㄧˊ guòqí （動）期限が過ぎる、期限が切れる 1172
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過去 ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩˋ guòqù （動）通り過ぎていく、過ぎて行く
（名）過去 931

過夜 ㄍㄨㄛˋ ㄧㄝˋ guòyè （動）一夜を過ごす 1083

哈 ㄏㄚ hā （擬）（笑い声を表して）あはは、ははは
（動）（口を開けて）息を吐く 1417

哈欠 ㄏㄚ ㄑㄧㄢˋ hāqiàn （名）あくび 142

嗨 ㄏㄞ hāi （感）（呼びかけの言葉）ハイ、やあ 1415

海報 ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ hǎibào （名）ポスター 379

海灘 ㄏㄞˇ ㄊㄢ hǎitān （名）砂浜 615

海外 ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ hǎiwài （名）海外 243

海洋 ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ hǎiyáng （名）海洋 610

害 ㄏㄞˋ hài （動）害する、損害を与える、損なう
（名）害、災い 1265

喊 ㄏㄢˇ hǎn （動）叫ぶ、わめく、（人を）呼ぶ 947

汗水 ㄏㄢˋ ㄕㄨㄟˇ hànshuǐ （名）汗 144

漢語 ㄏㄢˋ ㄩˇ Hànyǔ （名）中国語 575

好運 ㄏㄠˇ ㄩㄣˋ hǎoyùn （名）幸運、好機 455

好 ㄏㄠˋ hào （動）好む、よく～しがちである 1003

好動 ㄏㄠˋ ㄉㄨㄥˋ hàodòng （形）活発である 779

好奇 ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ hàoqí （形）好奇心がある 781

好學 ㄏㄠˋ ㄒㄩㄝˊ hàoxué （動）学ぶことが好きである 1152

喝醉 ㄏㄜ ㄗㄨㄟˋ hēzuì （動）（酒を飲んで）酔っぱらう 874

合理 ㄏㄜˊ ㄌㄧˇ hélǐ （形）合理的である、理にかなっている、
　　　　 筋道が通っている 834

合約 ㄏㄜˊ ㄩㄝ héyuē （名）契約、契約書 540

和平 ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ hépíng （名）平和
（形）穏やかである、落ち着いている 487

黑暗 ㄏㄟ ㄢˋ hēi’àn （形）暗い、ダークである 746

恨 ㄏㄣˋ hèn （動）恨む、憎む、嫌う 1021

紅包 ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ hóngbāo （名）ご祝儀、お年玉、おひねり 222

紅綠燈 ㄏㄨㄥˊ ㄌㄩˋ ㄉㄥ hónglǜdēng （名）信号 269

喉（嚨） ㄏㄡˊ˙ㄌㄨㄥ hóu(long) （名）のど他 134

猴（子） ㄏㄡˊ˙ㄌㄨㄥ hóu(zi) （名）サル 642

厚 ㄏㄡˋ hòu （形）厚い、（情が）深い 715

後果 ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ hòuguǒ （名）（悪い）結果 467

呼吸 ㄏㄨ ㄒㄧ hūxī （動）呼吸する 868

忽略 ㄏㄨ ㄌㄩㄝˋ hūlüè （動）おろそかにする、見落とす、
　　　　 注意を払わない 1044

忽然 ㄏㄨ ㄖㄢˊ hūrán （副）突然、にわかに 1326

胡椒 ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ hújiāo （名）胡椒 417

湖 ㄏㄨˊ hú （名）湖 611

H
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糊塗 ㄏㄨˊ ㄊㄨˊ hútú （形）はっきりしない、めちゃくちゃである、
　　　　 わけがわからない 840

鬍（子） ㄏㄨˊ˙ㄗ hú(zi) （名）ひげ 156

互動 ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ hùdòng （名）相互作用、インタラクション 128

互相 ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ hùxiāng （副）たがいに、相互に 1375

戶外 ㄏㄨˋ ㄨㄞˋ hùwài （名）野外、屋外、戸外 291

護照 ㄏㄨˋ ㄓㄠˋ hùzhào （名）パスポート 13

花費 ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ huāfèi （動）費やす、かける
（名）出費、支出 1089

花生 ㄏㄨㄚ ㄕㄥ huāshēng （名）ピーナッツ 413

花園 ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ huāyuán （名）庭園、花園 260

滑 ㄏㄨㄚˊ huá （形）なめらかである、つるつるしている
（動）滑る 706

滑雪 ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˇ huáxuě （動［離］） スキーをする 1139

化妝 ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ huàzhuāng （動［離］） 化粧する 1114

話題 ㄏㄨㄚˋ ㄊㄧˊ huàtí （名）話題、トピック 121

畫面 ㄏㄨㄚˋ ㄇㄧㄢˋ huàmiàn （名）画面、画像 345

懷疑 ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ huáiyí （動）疑う、推測する 976

恢復 ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ huīfù （動）回復する 884

回收 ㄏㄨㄟˊ ㄕㄡ huíshōu （動）回収する 1230

回頭 ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ huítóu （動）振り返る、改心する、悔い改める 1030

回想 ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ huíxiǎng （動）思い返す、回想する 1029

會話 ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ huìhuà （名）会話 120

會議 ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ huìyì （名）会議 526

婚禮 ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ hūnlǐ （名）結婚式 473

婚姻 ㄏㄨㄣ ㄧㄣ hūnyīn （名）婚姻 472

活 ㄏㄨㄛˊ huó （名）仕事、作業 519

活力 ㄏㄨㄛˊ ㄌㄧˋ huólì （名）活力、元気、スタミナ 163

活潑 ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ huópō （形）活発である、生き生きとしている 780

或許 ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ huòxǔ （副）あるいは、もしかすると 1339

貨 ㄏㄨㄛˋ huò （名）商品、物品、もの 347

基礎 ㄐㄧ ㄔㄨˇ jīchǔ （名）基礎、基本、根本 665

幾乎 ㄐㄧ ㄏㄨ jīhū （副）ほとんど、もう少しで 1371

積極 ㄐㄧ ㄐㄧˊ jījí （形）積極的である、ポジティブである 778

激烈 ㄐㄧ ㄌㄧㄝˋ jīliè （形）激しい、激烈である 739

機器 ㄐㄧ ㄑㄧˋ jīqì （名）機械 333

及格 ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ jígé （動）合格する 1151

吉他 ㄐㄧˊ ㄊㄚ jítā （名）ギター 370

急忙 ㄐㄧˊ ㄇㄤˊ jímáng （副）慌ただしく、急いで 1372

J
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急診 ㄐㄧˊ ㄓㄣˇ jízhěn （名）急診
（動）救急診療をする 170

級 ㄐㄧˊ jí （量）～級（等級やランクを数える）、
　　　　 ～段（階段や階層の数を数える） 1301

集中 ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ jízhōng （動）集中する、集める、集める
（形）集中している 1228

擠 ㄐㄧˇ jǐ （形）混んでいる
（動）ぎっしり詰まる、押し合う 738

技巧 ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ jìqiǎo （名）技巧、テクニック、手法 678

技術 ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ jìshù （名）技術、テクニック 679

紀錄 ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ jìlù （名）記録、最高記録 390

紀念 ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ jìniàn （動）記念する
（名）記念品 1125

既然 ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ jìrán （接）～するからには、～である以上 1402

記 ㄐㄧˋ jì （動）覚える、記憶する、記録する 1034

記錄 ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ jìlù （名）記録、メモ
（動）記録する 308

記憶 ㄐㄧˋ ㄧˋ jìyì （名）記憶
（動）記憶する、書き留める 115

計算 ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ jìsuàn （動）計算する 1156

記者 ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ jìzhě （名）記者 78

繼續 ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ jìxù （動）続ける、続く 1239

加拿大 ㄐㄧㄚ ㄋㄚˊ ㄉㄚˋ Jiānádà （名）カナダ 250

加強 ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ jiāqiáng （動）強化する、強める 1253

加熱 ㄐㄧㄚ ㄖㄜˋ jiārè （動）加熱する 1074

加入 ㄐㄧㄚ ㄖㄨˋ jiārù （動）加入する、参加する、加える 978

家電 ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄢˋ jiādiàn （名）家電製品 335

家教 ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄠˋ jiājiào （名）家庭教師 566

家事 ㄐㄧㄚ ㄕˋ jiāshì （名）家事 305

家鄉 ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄤ jiāxiāng （名）故郷、ふるさと 256

家長 ㄐㄧㄚ ㄓㄤˇ jiāzhǎng （名）家長、保護者 38

假 ㄐㄧㄚˇ jiǎ （形）嘘である、偽りである 743

假如 ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ jiǎrú （接）もし～なら 1395

假裝 ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤ jiǎzhuāng （動）装う、～のふりをする 1224

架 ㄐㄧㄚˋ jià （量）～台（飛行機、機械などを数える） 1294

假期 ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧˊ jiàqí （名）休暇期間 205

嫁 ㄐㄧㄚˋ jià （動）嫁ぐ、嫁がせる 1057

價錢 ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧㄢˊ jiàqián （名）価格、値段 355

價值 ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ jiàzhí （名）価値、値打ち、意味 463

價格 ㄐㄧㄚˋ ㄍㄜˊ jiàgé （名）価格、値段 354

尖 ㄐㄧㄢ jiān （形）とがっている、鋭い、鋭敏である 720

煎 ㄐㄧㄢ jiān （動）焼く、いる 1078

剪 ㄐㄧㄢˇ jiǎn （動）（はさみで）切る、裁つ 905
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剪刀 ㄐㄧㄢˇ ㄉㄠ jiǎndāo （名）はさみ 320

減肥 ㄐㄧㄢˇ ㄈㄟˊ jiǎnféi （動）減量する 876

減少 ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ jiǎnshǎo （動）減らす、減る 1260

檢查 ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ jiǎnchá （動）検査する、調べる 1168

簡直 ㄐㄧㄢˇ ㄓˊ jiǎnzhí （副）まるっきり、まるで 1330

見到 ㄐㄧㄢˋ ㄉㄠˋ jiàndào （動）見かける、会う 938

建築 ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ jiànzhú （名）建築 277

漸漸 ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄢˋ jiànjiàn （副）だんだん、しだいに 1328

江 ㄐㄧㄤ jiāng （名）大きな川、長江 612

將近 ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ jiāngjìn （動）～に近づく、ほぼ～である 1261

將來 ㄐㄧㄤ ㄌㄞˊ jiānglái （名）将来 194

獎 ㄐㄧㄤˇ jiǎng （名）褒賞、ほうび、賞品 383

獎學金 ㄐㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄣ jiǎngxuéjīn （名）奨学金 559

講話 ㄐㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ jiǎnghuà （動）話をする、発言する
（名）講義、演説 955

講價 ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄚˋ jiǎngjià （動［離］） 値段の交渉をする 1091

降低 ㄐㄧㄤˋ ㄉㄧ jiàngdī （動）下がる、下げる 1258

醬油 ㄐㄧㄤˋ ㄧㄡˊ jiàngyóu （名）醤油 419

交換 ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ jiāohuàn （動）交換する、やり取りする 966

交流 ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄡˊ jiāoliú （動）交流する、交換する 965

郊區 ㄐㄧㄠ ㄑㄩ jiāoqū （名）近郊区域 253

郊外 ㄐㄧㄠ ㄨㄞˋ jiāowài （名）郊外 254

膠帶 ㄐㄧㄠ ㄉㄞˋ jiāodài （名）テープ 324

腳步 ㄐㄧㄠˇ ㄅㄨˋ jiǎobù （名）歩み、足取り、歩幅 137

角色 ㄐㄧㄠˇ ㄙㄜˋ jiǎosè （名）役 75

叫醒 ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ jiàoxǐng （動）起こす、呼び覚ます 1086

教師 ㄐㄧㄠˋ ㄕ jiàoshī （名）教師 545

教堂 ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ jiàotáng （名）教会、礼拝堂 280

教學 ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ jiàoxué （名）教育、教学、教えることと学ぶこと 544

接觸 ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ jiēchù （動）触れる、接触する 964

接近 ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ jiējìn （動）接近する、近づく、親しくする 927

接受 ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ jiēshòu （動）受け取る、受け入れる 997

接下來 ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞˊ jiēxiàlái （副）続いて、次に 1381

街道 ㄐㄧㄝ ㄉㄠˋ jiēdào （名）通り、街路 263

階段 ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ jiēduàn （名）段階 654

結合 ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ jiéhé （動）結びつける、夫婦になる 1243

結論 ㄐㄧㄝˊ ㄌㄨㄣˋ jiélùn （名）結論 688

節 ㄐㄧㄝˊ jié （量）（授業のコマや車両など区切られる
　　　　 ものを数える） 1300

節目 ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ jiémù （名）番組、プログラム 364
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節慶 ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧㄥˋ jiéqìng （名）祝祭日、祝賀行事 221

解決 ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ jiějué （動）解決する 1203

解釋 ㄐㄧㄝˇ ㄕˋ jiěshì （動）解釈する、説明する、言い訳する
（名）説明、解釈、弁明 954

斤 ㄐㄧㄣ jīn （量）600g 1280

今後 ㄐㄧㄣ ㄏㄡˋ jīnhòu （名）今後、それから、以後 192

今日 ㄐㄧㄣ ㄖˋ jīnrì （名）今日、現在 189

金錢 ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ jīnqián （名）金銭 462

緊 ㄐㄧㄣˇ jǐn （形）きつい、ぴったりしている、
　　　　 ピンと張っている 717

近年 ㄐㄧㄣˋ ㄋㄧㄢˊ jìnnián （名）近年、ここ数年 187

進口 ㄐㄧㄣˋ ㄎㄡˇ jìnkǒu （動）輸入する 1174

進入 ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ jìnrù （動）入る 924

進一步 ㄐㄧㄣˋ ㄧˊ ㄅㄨˋ jìnyíbù （副）さらに、いっそう 1378

經濟 ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ jīngjì （名）経済
（形）経済的である 509

經理 ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ jīnglǐ （名）経営者、社長、常務、マネジャー 533

驚訝 ㄐㄧㄥ ㄧㄚˋ jīngyà （形）驚く、不思議に思う 810

景色 ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋ jǐngsè （名）景色、風景 395

警察 ㄐㄧㄥˇ ㄔㄚˊ jǐngchá （名）警察 67

竟（然） ㄐㄧㄥˋㄖㄢˊ jìng(rán) （副）意外にも、なんと 1346

靜 ㄐㄧㄥˋ jìng （形）静かである、動きがない、物音がない 754

鏡（子） ㄐㄧㄥˋ˙ㄗ jìng(zi) （名）鏡 327

競爭 ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ jìngzhēng （名）競争
（動）競争する、競う 499

酒吧 ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ jiǔbā （名）バー 283

救 ㄐㄧㄡˋ jiù （動）救う、助ける 970

救護車 ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨˋ ㄔㄜ jiùhùchē （名）救急車 171

就算 ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄢˋ jiùsuàn （接）たとえ～であっても 1398

舅（舅） ㄐㄧㄡˋ˙ㄐㄧㄡ jiù(jiu) （名）おじ 33

舅媽 ㄐㄧㄡˋ ㄇㄚ jiùmā （名）おば、母方のおば 34

居民 ㄐㄩ ㄇㄧㄣˊ jūmín （名）住民 297

居然 ㄐㄩ ㄖㄢˊ jūrán （副）意外にも、思いがけず 1347

舉 ㄐㄩˇ jǔ （動）挙げる、持ち上げる 897

舉辦 ㄐㄩˇ ㄅㄢˋ jǔbàn （動）行う 1183

舉例 ㄐㄩˇ ㄌㄧˋ jǔlì （動［離］） 例を挙げる 952

舉手 ㄐㄩˇ ㄕㄡˇ jǔshǒu （動［離］） 手を挙げる 896

舉行 ㄐㄩˇ ㄒㄧㄥˊ jǔxíng （動）行う、挙行する 1182

拒絕 ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ jùjué （動）拒絶する、拒む 998

具體 ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ jùtǐ （形）具体的である、特定の、実際の 693

距離 ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ jùlí （名）距離 650
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聚 ㄐㄩˋ jù （動）集まる、集める 981

聚餐 ㄐㄩˋ ㄘㄢ jùcān （動［離］） 会食する 1071

據說 ㄐㄩˋ ㄕㄨㄛ jùshuō （動）～だそうだ、聞くところによれば 950

決心 ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ juéxīn （名）決心、決意
（動）決意する 110

絕對 ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ juéduì （副）必ず、絶対に 1335

軍隊 ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ jūnduì （名）軍隊 504

卡車 ㄎㄚˇ ㄔㄜ kǎchē （名）トラック 274

卡通 ㄎㄚˇ ㄊㄨㄥ kǎtōng （名）アニメーション 367

開動 ㄎㄞ ㄉㄨㄥˋ kāidòng （動）運転する、動かす、始動させる 1122

開放 ㄎㄞ ㄈㄤˋ kāifàng （動）開放する、公開する、（花が）咲く 1190

開花 ㄎㄞ ㄏㄨㄚ kāihuā （動［離］） 花が咲く、ほころびる 1271

開水 ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ kāishuǐ （名）お湯、熱湯 17

砍 ㄎㄢˇ kǎn （動）（斧や刀で）切る 907

看不起 ㄎㄢˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ kànbùqǐ （動）軽く見る、見下す、見くびる 1041

看出 ㄎㄢˋ ㄔㄨ kànchū （動）見分ける、見抜く 1040

看得起 ㄎㄢˋ ˙ㄉㄜ ㄑㄧˇ kàndeqǐ （動）重く見る、重視する 1042

看來 ㄎㄢˋ ㄌㄞˊ kànlái （副）見たところ～のようだ 1350

考卷 ㄎㄠˇ ㄐㄩㄢˋ kǎojuàn （名）試験の答案、解答用紙 562

考慮 ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ kǎolǜ （動）考える、考慮する 847

靠 ㄎㄠˋ kào （動）頼る、寄りかかる、近づく 974

靠近 ㄎㄠˋ ㄐㄧㄣˋ kàojìn （動）近づく、近づける 926

科技 ㄎㄜ ㄐㄧˋ kējì （名）科学技術 591

科系 ㄎㄜ ㄒㄧˋ kēxì （名）学科 552

科學 ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ kēxué （名）科学 590

棵 ㄎㄜ kē （量）～本、～株（植物を数える） 1290

可 ㄎㄜˇ kě （助動）～できる
（副）じつに 1276

可靠 ㄎㄜˇ ㄎㄠˋ kěkào （形）頼りになる、信頼できる、確実である 824

可憐 ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ kělián （形）かわいそうである、哀れである 796

可笑 ㄎㄜˇ ㄒㄧㄠˋ kěxiào （形）おかしい、滑稽である 799

客戶 ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ kèhù （名）取引先、得意先 538

客運 ㄎㄜˋ ㄩㄣˋ kèyùn （名）長距離バス 273

課程 ㄎㄜˋ ㄔㄥˊ kèchéng （名）課程 554

課堂 ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ kètáng （名）教室 555

課文 ㄎㄜˋ ㄨㄣˊ kèwén （名）教科書の本文 579

肯 ㄎㄣˇ kěn （助動）喜んで～する、進んで～する 1274

肯定 ㄎㄣˇ ㄉㄧㄥˋ kěndìng （副）間違いなく、必ず
（形）はっきりしている 1340

空間 ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ kōngjiān （名）空間、宇宙 239

K
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空中 ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ kōngzhōng （名）空中 238

恐怖 ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ kǒngbù （形）恐ろしい 809

恐怕 ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ kǒngpà （副）おそらく、たぶん 1337

扣子 ㄎㄡˋ ˙ㄗ kòuzi （名）ボタン 442

口水 ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ kǒushuǐ （名）よだれ 141

口味 ㄎㄡˇ ㄨㄟˋ kǒuwèi （名）味、（食べ物に対する）好み 399

口音 ㄎㄡˇ ㄧㄣ kǒuyīn （名）なまり、発声、話し声 578

口罩 ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ kǒuzhào （名）マスク 329

快速 ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ kuàisù （形）高速である、迅速である、急速である 724

寬 ㄎㄨㄢ kuān （形）広い、寛大である、ゆとりがある 716

款式 ㄎㄨㄢˇ ㄕˋ kuǎnshì （名）様式、格式、デザイン 381

拉肚子 ㄌㄚ ㄉㄨˋ ˙ㄗ lā dùzi （フ）腹をくだす 872

拉鍊 ㄌㄚ ㄌㄧㄢˋ lāliàn （名）ファスナー、ジッパー 443

辣椒 ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ làjiāo （名）唐辛子 16

來不及 ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ láibùjí （動）間に合わない、追いつかない 850

來得及 ㄌㄞˊ ˙ㄉㄜ ㄐㄧˊ láidejí （動）間に合う、追いつける 851

來回 ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ láihuí （動）往復する、行ったり来たりする 935

來源 ㄌㄞˊ ㄩㄢˊ láiyuán （名）源、根源、出所 666

來自 ㄌㄞˊ ㄗˋ láizì （動）～から来る 934

懶 ㄌㄢˇ lǎn （形）ものぐさである、だるい 797

懶得 ㄌㄢˇ ˙ㄉㄜ lǎnde （動）～するのが面倒である、
　　　　 ～する気がしない 1009

浪費 ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ làngfèi （動）無駄に使う、浪費する 1090

浪漫 ㄌㄤˋ ㄇㄢˋ làngmàn （形）ロマンチックである 787

老公 ㄌㄠˇ ㄍㄨㄥ lǎogōng （名）夫 4

（老）虎 ㄌㄠˇㄏㄨˇ (lǎo)hǔ （名）トラ 640

老年 ㄌㄠˇ ㄋㄧㄢˊ lǎonián （名）高齢者、老人 53

老婆 ㄌㄠˇ ㄆㄛˊ lǎopó （名）妻 3

老是 ㄌㄠˇ ㄕˋ lǎoshì （副）いつも～である、
　　　　 ～（して）ばかりである 1314

（老）鼠 ㄌㄠˇ ㄕㄨˇ (lǎo)shǔ （名）ネズミ 644

樂觀 ㄌㄜˋ ㄍㄨㄢ lèguān （形）楽観的である 786

樂趣 ㄌㄜˋ ㄑㄩˋ lèqù （名）喜び、楽しみ、楽しさ 106

類型 ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ lèixíng （名）タイプ、類型 658

冷門 ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ lěngmén （名）人気のないもの
（形）人気のない 360

離婚 ㄌㄧˊ ㄏㄨㄣ líhūn （動［離］） 離婚する 1059

理髮 ㄌㄧˇ ㄈㄚˇ lǐfǎ （動［離］） 散髪する 1116

理想 ㄌㄧˇ ㄒㄧㄤˇ lǐxiǎng （名）理想
（形）理想的である 457

L
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理由 ㄌㄧˇ ㄧㄡˊ lǐyóu （名）理由、わけ、口実 668

力氣 ㄌㄧˋ ㄑㄧˋ lìqì （名）力 162

例外 ㄌㄧˋ ㄨㄞˋ lìwài （名）例外 662

厲害 ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ lìhài （形）ひどい、甚だしい、すごい 812

連續 ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ liánxù （副）続けて、連続して
（動）連続する 1309

臉紅 ㄌㄧㄢˇ ㄏㄨㄥˊ liǎnhóng （動）顔を赤くする 875

練 ㄌㄧㄢˋ liàn （動）練習する、訓練する 1202

聯絡 ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ liánluò （動）連絡する 977

戀愛 ㄌㄧㄢˋ ㄞ liàn’ài （名）恋愛
（動）恋をする、恋愛する 471

良好 ㄌㄧㄤˊ ㄏㄠˇ liánghǎo （形）良好である 740

亮 ㄌㄧㄤˋ liàng （形）明るい 744

量 ㄌㄧㄤˋ liàng （名）量、数量、重さ 172

了不起 ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ liǎobùqǐ （形）大したものである、すばらしい 811

林 ㄌㄧㄣˊ lín （名）林、森 617

淋浴 ㄌㄧㄣˊ ㄩˋ línyù （動）シャワーを浴びる 1081

零食 ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ língshí （名）おやつ 421

領 ㄌㄧㄥˇ lǐng （動）受け取る、率いる
（名）えり、カラー 1179

溜冰 ㄌㄧㄡ ㄅㄧㄥ liūbīng （動［離］） スケートをする
（名）スケート 1140

流利 ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˋ liúlì （形）流暢である、なめらかである 819

留念 ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˋ liúniàn （動）記念に残す 1126

留學 ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ liúxué （動［離］） 留学する 842

留言 ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ liúyán （動［離］） 伝言を残す
（名）伝言 1104

龍 ㄌㄨㄥˊ lóng （名）龍 646

路線 ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ lùxiàn （名）路線、経路、ルート、道筋 270

露營 ㄌㄨˋ ㄧㄥˊ lùyíng （動）キャンプする 1143

旅遊 ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ lǚyóu （動）旅行する
（名）旅行 1132

律師 ㄌㄩˋ ㄕ lǜshī （名）弁護士 64

論文 ㄌㄨㄣˋ ㄨㄣˊ lùnwén （名）論文 599

罵 ㄇㄚˋ mà （動）ののしる、責める 989

買單 ㄇㄞˇ ㄉㄢ mǎidān （動）勘定を支払う 1094

買賣 ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ mǎimài （名）商売、取引 523

麥 ㄇㄞˋ mài （名）麦、小麦 404

賣座 ㄇㄞˋ ㄗㄨㄛˋ màizuò （形）客入りがよい 776

滿意 ㄇㄢˇ ㄧˋ mǎnyì （形）満足している、気に入っている 700

滿足 ㄇㄢˇ ㄗㄨˊ mǎnzú （動）満足する、満足させる、満たす 1016

M
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慢用 ㄇㄢˋ ㄩㄥˋ màn yòng （フ）ゆっくり食べる 1072

毛筆 ㄇㄠˊ ㄅㄧˇ máobǐ （名）筆 322

毛病 ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ máobìng （名）故障、病気、間違い、欠点 10

貿易 ㄇㄠˋ ㄧˋ màoyì （名）貿易 522

沒有用 ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄩㄥˋ méi yǒuyòng （形）役に立たない、無駄である 701

媒體 ㄇㄟˊ ㄊㄧˇ méitǐ （名）メディア、媒体 361

美好 ㄇㄟˇ ㄏㄠˇ měihǎo （形）美しい、すばらしい 736

美金 ㄇㄟˇ ㄐㄧㄣ měijīn （名）アメリカドル 513

美容院 ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˋ měiróngyuàn （名）美容院 282

美食 ㄇㄟˇ ㄕˊ měishí （名）おいしい食べ物 398

美味 ㄇㄟˇ ㄨㄟˋ měiwèi （形）おいしい
（名）おいしい食べ物 770

美元 ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ měiyuán （名）アメリカドル 512

悶熱 ㄇㄣ ㄖㄜˋ mēnrè （形）蒸し暑い 750

門市 ㄇㄣˊ ㄕˋ ménshì （名）販売店 348

夢想 ㄇㄥˋ ㄒㄧㄤˇ mèngxiǎng （名）夢、幻想
（動）夢を見る、空想する 456

迷路 ㄇㄧˊ ㄌㄨˋ mílù （動）迷子になる 1124

迷人 ㄇㄧˊ ㄖㄣˊ mírén （形）夢中にさせる、魅力的である 818

米飯 ㄇㄧˇ ㄈㄢˋ mǐfàn （名）ごはん 401

米粉 ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ mǐfěn （名）ビーフン、米の粉 402

密碼 ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ mìmǎ （名）パスワード 15

免費 ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ miǎnfèi （動）無料にする、ただにする 843

面 ㄇㄧㄢˋ miàn
（量）～枚（平たいものを数える）、
　　　　 ～ページ、～面（紙のページ、立体
　　　　 の面などを数える）

1292

面對 ㄇㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ miànduì （動）直面する、向かい合う 1206

面前 ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ miànqián （名）目の前、～の前では 236

面試 ㄇㄧㄢˋ ㄕˋ miànshì （動）面接試験をする 1158

面談 ㄇㄧㄢˋ ㄊㄢˊ miàntán （動）面談する、直接会って話す 1159

麵粉 ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ miànfěn （名）小麦粉 406

秒 ㄇㄧㄠˇ miǎo （量）～秒 1282

秒鐘 ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ miǎozhōng （量）～秒間 1283

民間 ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ mínjiān （名）民間 498

民宿 ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˋ mínsù （名）民宿 284

民眾 ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ mínzhòng （名）民衆 497

民主 ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ mínzhǔ （名）民主、デモクラシー 496

民族 ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ mínzú （名）民族 482

名稱 ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ míngchēng （名）名称 648

名詞 ㄇㄧㄥˊ ㄘˊ míngcí （名）名詞 583

名叫 ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ míngjiào （動）～という（名前である） 948

20/40



台湾華語単語 つぎへの1400　索引

名牌 ㄇㄧㄥˊ ㄆㄞˊ míngpái （名）有名ブランド 433

名片 ㄇㄧㄥˊ ㄆㄧㄢˋ míngpiàn （名）名刺 542

明白 ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ míngbái
（動）理解する、わかる
（形）明らかである、明白である 845

明星 ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ míngxīng （名）スター 77

命令 ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ mìnglìng （名）命令、指示
（動）命令する、命じる 663

命運 ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ mìngyùn （名）運命、定め、命運 453

摸 ㄇㄛ mō （動）触る、なでる、探る 886

末 ㄇㄛˋ mò （名）終わり、最後、小さいもの 181

木 ㄇㄨˋ mù （名）木、樹木、木材 625

木頭 ㄇㄨˋ ˙ㄊㄡ mùtou （名）木、丸太、材木 626

目標 ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ mùbiāo （名）目標 459

目的地 ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ mùdìdì （名）目的地 237

目前 ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ mùqián （名）目下、現在 188

拿出 ㄋㄚˊ ㄔㄨ náchū （動）取り出す 857

拿起 ㄋㄚˊ ㄑㄧˇ náqǐ （動）持ち上げる 858

拿手 ㄋㄚˊ ㄕㄡˇ náshǒu （形）得意である 775

奶油 ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ nǎiyóu （名）バター 416

耐心 ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ nàixīn （形）我慢強い、根気強い 785

男士 ㄋㄢˊ ㄕˋ nánshì （名）男性、殿方 56

男性 ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ nánxìng （名）男性 54

男子 ㄋㄢˊ ㄗˇ nánzǐ （名）男子、男 58

難道 ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ nándào （副）まさか～ではあるまい 1348

難得 ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ nándé （形）得難い、貴重である 826

難怪 ㄋㄢˊ ㄍㄨㄞˋ nánguài （副）どうりで 1343

難忘 ㄋㄢˊ ㄨㄤˋ nánwàng （動）忘れがたい 1035

腦袋 ㄋㄠˇ ㄉㄞˋ nǎodài （名）頭、頭部、知能 131

腦（子） ㄋㄠˇ˙ㄗ nǎo(zi) （名）脳 132

內褲 ㄋㄟˋ ㄎㄨˋ nèikù （名）パンツ、ショーツ 437

內容 ㄋㄟˋ ㄖㄨㄥˊ nèiróng （名）内容、中身 656

內心 ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ nèixīn （名）内心 103

內衣 ㄋㄟˋ ㄧ nèiyī （名）下着 436

膩 ㄋㄧˋ nì （形）脂っこい、しつこい、うんざりする、
　　　　 飽き飽きする 773

年代 ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ niándài （名）年代、時代 206

年糕 ㄋㄧㄢˊ ㄍㄠ niángāo （名）餅 423

年齡 ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ niánlíng （名）年齢 5

寧可 ㄋㄧㄥˊ ㄎㄜˇ níngkě （副）むしろ（～した方がよい） 1357
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寧願 ㄋㄧㄥˊ ㄩㄢˋ níngyuàn （副）～するよりもむしろ～したい、
　　　　 ～してでも（～する） 1358

檸檬 ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ níngméng （名）レモン 414

牛仔褲 ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ niúzǎikù （名）ジーンズ 438

農曆 ㄋㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄋㄧㄢˊnónglì （名）旧暦 211

農藥 ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ nóngyào （名）農薬 630

濃 ㄋㄨㄥˊ nóng （形）濃い、深い 772

弄錯 ㄋㄨㄥˋ ㄘㄨㄛˋ nòngcuò （動）間違える、やり損ねる 1067

暖和 ㄋㄨㄢˇ ˙ㄏㄨㄛ nuǎnhuo （形）暖かい 749

暖氣 ㄋㄨㄢˇ ㄑㄧˋ nuǎnqì （名）暖房、暖かい空気 338

女士 ㄋㄩˇ ㄕˋ nǚshì （名）（女性に対して）～さん 57

女性 ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥˋ nǚxìng （名）女性 55

女子 ㄋㄩˇ ㄗˇ nǚzǐ （名）女子、女 59

嗯 ˙ㄣ n
（感）（肯定や承諾を表すときに発する）
　　　　 うん、（意外や驚きを表すときに発す
　　　　 る）ええ、うーん

1416

喔 ㄛ ō （感）（了解・理解したときの気持ちを表す
　　　　 ときに発する）ああ 1414

哦 ㄛˊ ó （感）（驚きや半信半疑の気持ちを表すと
　　　　 きに発する）おや、へえ 1411

歐元 ㄡ ㄩㄢˊ ōuyuán （名）ユーロ 514

偶爾 ㄡˇ ㄦˇ ǒu’ěr （副）ときどき、たまに 1319

拍手 ㄆㄞ ㄕㄡˇ pāishǒu （動［離］） 拍手をする、手をたたく 894

排 ㄆㄞˊ pái （動）並ぶ、並べる
（量）～列（横に並んだものを数える） 912

排球 ㄆㄞˊ ㄑㄧㄡˊ páiqiú （名）バレーボール 386

牌（子） ㄆㄞˊ˙ㄗ pái(zi) （名）掲示板、ブランド、商標 435

派 ㄆㄞˋ pài （動）派遣する、割り当てる、任命する 1163

胖子 ㄆㄤˋ˙ㄗ pàngzi （名）太っている人 158

配合 ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ pèihé （動）力を合わせる、歩調を合わせる 972

碰 ㄆㄥˋ pèng （動）ぶつかる、出くわす 939

碰到 ㄆㄥˋ ㄉㄠˋ pèngdào （動）出会う、ぶつかる 940

碰見 ㄆㄥˋ ㄐㄧㄢˋ pèngjiàn （動）出会う、出くわす 941

碰面 ㄆㄥˋ ㄇㄧㄢˋ pèngmiàn （動）顔を合わせる、会う 942

匹 ㄆㄧ pī （量）～匹（馬やロバなどを数える） 1284

批評 ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ pīpíng （動）批判する、批評する 988

皮 ㄆㄧˊ pí （名）皮、皮膚、毛皮 446

皮帶 ㄆㄧˊ ㄉㄞˋ pídài （名）ベルト 445

皮膚 ㄆㄧˊ ㄈㄨ pífū （名）皮膚 140

脾氣 ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ píqì （名）気質、癖、性質、短気 99
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篇 ㄆㄧㄢ piān （量）～編（文章や詩を数える） 1298

騙 ㄆㄧㄢˋ piàn （動）だます、だまし取る 994

騙人 ㄆㄧㄢˋ ㄖㄣˊ piànrén （動）人をだます 995

騙子 ㄆㄧㄢˋ ˙ㄗ piànzi （名）詐欺師、ペテン師 83

品牌 ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ pǐnpái （名）ブランド、ブランド品 434

品質 ㄆㄧㄣˇ ㄓˊ pǐnzhí （名）品質 677

乒乓球 ㄆㄧㄥ ㄆㄤ ㄑㄧㄡˊ pīngpāngqiú （名）卓球 387

平 ㄆㄧㄥˊ píng （形）平らである、平坦である、同等である 721

平安 ㄆㄧㄥˊ ㄢ píng’ān （形）平穏である、無事である 757

平板電腦 ㄆㄧㄥˊ ㄅㄢ ˇ ㄉㄧㄢˋ píngbǎn diànnǎo （名）タブレットPC 339

平等 ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ píngděng （形）平等である、対等である 759

平靜 ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ píngjìng （形）落ち着いている、静かである、
　　　　 穏やかである 756

平均 ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ píngjūn （形）平均的である、均等である、公平である
（動）平均する 764

平日 ㄆㄧㄥˊ ㄖˋ píngrì （名）平日、普段 199

平時 ㄆㄧㄥˊ ㄕˊ píngshí （名）普段、日頃 200

婆婆 ㄆㄛˊ ˙ㄆㄛ pópo （名）しゅうとめ 26

破壞 ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ pòhuài （動）壊す、台無しにする、打破する、
　　　　 違反する 1178

普遍 ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ pǔbiàn （形）普遍的である、普及している 763

普通 ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ pǔtōng （形）普通である、一般的である 762

妻（子） ㄑㄧ˙ㄗ qī(zi) （名）妻 1

期待 ㄑㄧˊ ㄉㄞˋ qídài （動）期待する、待ち望む 1014

期間 ㄑㄧˊ ㄐㄧㄢ qíjiān （名）期間 204

期望 ㄑㄧˊ ㄨㄤˋ qíwàng （名）期待、望み
（動）期待する 105

企業 ㄑㄧˋ ㄧㄝˋ qìyè （名）企業 515

旗子 ㄑㄧˊ ˙ㄗ qízi （名）旗 391

起飛 ㄑㄧˇ ㄈㄟ qǐfēi （動）飛び立つ、離陸する、急速に発展する 1235

氣氛 ㄑㄧˋ ㄈㄣ qìfēn （名）雰囲気、ムード 127

氣功 ㄑㄧˋ ㄍㄨㄥ qìgōng （名）気功 384

氣候 ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ qìhòu （名）気候 631

氣溫 ㄑㄧˋ ㄨㄣ qìwēn （名）気温 632

氣象 ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ qìxiàng （名）気象 634

千萬 ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ qiānwàn （副）けっして、絶対に 1336

鉛筆 ㄑㄧㄢ ㄅㄧˇ qiānbǐ （名）鉛筆 321

簽名 ㄑㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ qiānmíng （動［離］） サインする、署名する 1107

前進 ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˋ qiánjìn （動）前に進む、前進する、発展する 922

槍 ㄑㄧㄤ qiāng （名）銃、槍 505

Q
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強 ㄑㄧㄤˊ qiáng （形）強い、優れている 707

強大 ㄑㄧㄤˊ ㄉㄚˋ qiángdà （形）強大である、強力である 709

搶 ㄑㄧㄤˇ qiǎng （動）奪う、先を争う、急いで～する 1196

敲 ㄑㄧㄠ qiāo （動）たたく、打つ 908

橋 ㄑㄧㄠˊ qiáo （名）橋 268

切 ㄑㄧㄝ qiē （動）切る、裁つ 906

親愛 ㄑㄧㄣ ㄞˋ qīn’ài （形）親愛なる 790

親密 ㄑㄧㄣ ㄇㄧˋ qīnmì （形）親密である、親しい 789

親戚 ㄑㄧㄣ ㄑㄧ qīnqī （名）親戚 40

親切 ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ qīnqiè （形）親しい、親しみがある、心がこもっている 788

親人 ㄑㄧㄣ ㄖㄣˊ qīnrén （名）肉親、身内、親しい人、身内のような人 39

青年 ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ qīngnián （名）青年 49

青少年 ㄑㄧㄥ ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ qīngshàonián （名）青少年 48

清 ㄑㄧㄥ qīng （形）澄んでいる、はっきりしている、
　　　　 きれいさっぱりとする 839

清早 ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ qīngzǎo （名）早朝、明け方 212

情況 ㄑㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ qíngkuàng （名）状況、事情、様子 690

請假 ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄚˋ qǐngjià （動［離］） 休みを取る、休む 1121

請教 ㄑㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ qǐngjiào （動）教えてもらう、教えを請う 1145

慶祝 ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ qìngzhù （動）祝う、慶祝する 1064

窮 ㄑㄩㄥˊ qióng （形）貧しい 735

求 ㄑㄧㄡˊ qiú （動）頼む、求める、追求する 1218

球隊 ㄑㄧㄡˊ ㄉㄨㄟˋ qiúduì （名）球技のチーム 389

球賽 ㄑㄧㄡˊ ㄙㄞˋ qiúsài （名）球技の試合 388

區 ㄑㄩ qū （名）区域、地区 227

區域 ㄑㄩ ㄩˋ qūyù （名）区域 228

取 ㄑㄩˇ qǔ （動）取る、受け取る、招く、採用する 1180

全家 ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄚ quánjiā （名）一家、家族全員 41

全球 ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ quánqiú （名）地球全体、全世界 244

全身 ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ quánshēn （名）全身、体全体 130

權利 ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ quánlì （名）権利 507

勸 ㄑㄩㄢˋ quàn （動）勧める、なだめる、励ます 984

缺點 ㄑㄩㄝ ㄉㄧㄢˇ quēdiǎn （名）欠点、不十分な点 675

卻 ㄑㄩㄝˋ què （副）むしろ、かえって、ところが 1354

確定 ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ quèdìng （動）確定する、はっきり決める
（形）たしかである、確定している 1039

群 ㄑㄩㄣˊ qún （量）かたまり、
　　　　 群（群れをなしているものを数える） 1285

熱量 ㄖㄜˋ ㄌㄧㄤˋ rèliàng （名）カロリー、熱量 431
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熱情 ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ rèqíng （形）親切である、心がこもっている
（名）情熱、熱意、意欲 698

熱心 ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ rèxīn （形）熱心である、親切である 791

熱門 ㄖㄜˋ ㄇㄣˊ rèmén （名）人気のあるもの、注目されているもの
（形）人気のある 359

人才 ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ réncái （名）人材、器量 531

人家 ㄖㄣˊ ˙ㄐㄧㄚ rénjia （名）他の人、人さま 87

人口 ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ rénkǒu （名）人口、人 481

人類 ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ rénlèi （名）人類 88

人們 ㄖㄣˊ ˙ㄇㄣ rénmen （名）人々 86

人民 ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ rénmín （名）国民、人民、人々 85

人生 ㄖㄣˊ ㄕㄥ rénshēng （名）人生 451

人數 ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ rénshù （名）人数 174

人行道 ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ rénxíngdào （名）歩道 267

忍 ㄖㄣˇ rěn （動）耐える、こらえる 1020

任何 ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ rènhé （形）いかなる、どんな～でも 703

任務 ㄖㄣˋ ㄨˋ rènwù （名）任務、役目、仕事 518

認得 ㄖㄣˋ ˙ㄉㄜ rènde （動）知っている 1025

扔 ㄖㄥ rēng （動）捨てる、投げる 909

仍（然） ㄖㄥˊㄖㄢˊ réng(rán) （副）依然として、あいかわらず、
　　　　 以前と同じように 1329

日常 ㄖˋ ㄔㄤˊ rìcháng （形）日常の
（名）日常 696

日出 ㄖˋ ㄔㄨ rìchū （動）日が出る
（名）日の出 1272

日期 ㄖˋ ㄑㄧˊ rìqí （名）期日、日付 203

日圓 ㄖˋ ㄩㄢˊ rìyuán （名）日本円 511

肉類 ㄖㄡˋ ㄌㄟˋ ròulèi （名）肉類 407

如今 ㄖㄨˊ ㄐㄧㄣ rújīn （名）現在、今のところ、今頃 190

入 ㄖㄨˋ rù （動）入る、入れる、加入する 923

入境 ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ rùjìng （動）入国する 925

軟 ㄖㄨㄢˇ ruǎn （形）やわらかい、しなやかである 705

若是 ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ ruòshì （接）もし～なら 1396

弱 ㄖㄨㄛˋ ruò （形）弱い、虚弱である、劣っている 708

塞車 ㄙㄞ ㄔㄜ sāichē （動［離］） 道路が混雑している、渋滞する 1123

賽跑 ㄙㄞˋ ㄆㄠˇ sàipǎo （動）競走する 1198

三角形 ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ sānjiǎoxíng （名）三角形 570

掃 ㄙㄠˇ sǎo （動）掃く 1101

掃地 ㄙㄠˇ ㄉㄧˋ sǎodì （動［離］） 掃除をする、床を掃く 1103

嫂嫂 ㄙㄠˇ ˙ㄙㄠ sǎosao （名）兄嫁 28

S
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掃把 ㄙㄠˋ ㄅㄚˇ sàobǎ （名）ほうき 314

色彩 ㄙㄜˋ ㄘㄞˇ sècǎi （名）色、色彩、傾向 600

森林 ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ sēnlín （名）森林 618

沙 ㄕㄚ shā （名）砂 620

沙灘 ㄕㄚ ㄊㄢ shātān （名）砂浜、砂州 614

沙子 ㄕㄚ ˙ㄗ shāzi （名）砂 621

殺 ㄕㄚ shā （動）殺す、死なせる 1062

商量 ㄕㄤ ㄌㄧㄤˊ shāngliáng （動）話し合う、相談する 959

傷 ㄕㄤ shāng （名）傷、怪我
（動）傷つける、いためる 165

傷害 ㄕㄤ ㄏㄞˋ shānghài （動）傷つける、害する、損なう 1252

傷心 ㄕㄤ ㄒㄧㄣ shāngxīn （形）悲しむ、心を痛める 805

上班族 ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ shàngbānzú （名）サラリーマン 63

上帝 ㄕㄤˋ ㄉㄧˋ shàngdì （名）神（キリスト教の神を指すことが多い） 486

上街 ㄕㄤˋ ㄐㄧㄝ shàngjiē （動［離］） 街に出かける 1131

燒 ㄕㄠ shāo （動）燃やす、燃える、焼く、煮炊きする 1077

少數 ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ shǎoshù （名）少数 175

少年 ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ shàonián （名）少年 46

少女 ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ shàonǚ （名）少女 47

社區 ㄕㄜˋ ㄑㄩ shèqū （名）コミュニティー、地域社会 298

設備 ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ shèbèi （名）設備、備品 530

設計 ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ shèjì （名）設計、デザイン
（動）設計する、計画する 380

申請 ㄕㄣ ㄑㄧㄥˇ shēnqǐng （動）申請する、申し出る 1150

身 ㄕㄣ shēn （名）体、身体 129

身材 ㄕㄣ ㄘㄞˊ shēncái （名）体つき、体格、スタイル 157

身分 ㄕㄣ ㄈㄣˋ shēnfèn （名）身分、地位 61

伸 ㄕㄣ shēn （動）伸ばす、突き出す 910

深刻 ㄕㄣ ㄎㄜˋ shēnkè （形）深い、深く刻み込まれている 694

深夜 ㄕㄣ ㄧㄝˋ shēnyè （名）深夜 214

神 ㄕㄣˊ shén （名）神、精神 485

甚至 ㄕㄣˋ ㄓˋ shènzhì （副）～さえ、～すら
（接）ひいては、～ばかりでなく～さえ 1334

升級 ㄕㄥ ㄐㄧˊ shēngjí （動［離］） 進級する、エスカレートする、
　　　　　　　　　　バージョンアップする 1213

生 ㄕㄥ shēng （動）産む、生まれる、成長する
（形）生である、熟れていない 1047

生產 ㄕㄥ ㄔㄢˇ shēngchǎn （動）子供を産む、生産する 1048

生詞 ㄕㄥ ㄘˊ shēngcí （名）新しい単語、知らない単語 576

生命 ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ shēngmìng （名）生命、命 452

生肖 ㄕㄥ ㄒㄧㄠˋ shēngxiào （名）十二支の生まれ年 42
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生長 ㄕㄥ ㄓㄤˇ shēngzhǎng （動）生長する、大きくなる、生まれ育つ 1049

聲調 ㄕㄥ ㄉㄧㄠˋ shēngdiào （名）声調 577

省 ㄕㄥˇ shěng （動）節約する、省く
（名）～省 1099

剩 ㄕㄥˋ shèng （動）残す、余る 1250

剩下 ㄕㄥˋ ㄒㄧㄚˋ shèngxià （動）残す、余る 1251

勝利 ㄕㄥˋ ㄌㄧˋ shènglì （名）勝利、成功
（動）勝つ、目標を達成する 500

失敗 ㄕ ㄅㄞˋ shībài （名）失敗
（動）負ける、失敗する 501

失戀 ㄕ ㄌㄧㄢˋ shīliàn （動）失恋する 1055

失望 ㄕ ㄨㄤˋ shīwàng （形）がっかりしている、気落ちしている
（動）失望する 806

溼度 ㄕ ㄉㄨˋ shīdù （名）湿度、湿り気 636

十分 ㄕˊ ㄈㄣ shífēn （副）とても、たいへん、十分に 1368

石（頭） ㄕˊ ˙ㄊㄡ shí(tou) （名）石 622

時常 ㄕˊ ㄔㄤˊ shícháng （副）よく、しばしば 1311

時代 ㄕˊ ㄉㄞˋ shídài （名）時代 207

時期 ㄕˊ ㄑㄧˊ shíqí （名）時期 202

實際 ㄕˊ ㄐㄧˋ shíjì （形）実際の、具体的な
（名）実際 836

實現 ㄕˊ ㄒㄧㄢˋ shíxiàn （動）実現する 1192

實用 ㄕˊ ㄩㄥˋ shíyòng （形）実用的である、役に立つ
（動）実際に使用する、応用する 835

使用 ㄕˇ ㄩㄥˋ shǐyòng （動）使う、使用する 844

世紀 ㄕˋ ㄐㄧˋ shìjì （名）世紀 209

事業 ㄕˋ ㄧㄝˋ shìyè （名）事業 516

事實 ㄕˋ ㄕˊ shìshí （名）事実 461

室內 ㄕˋ ㄋㄟˋ shìnèi （名）室内 289

室外 ㄕˋ ㄨㄞˋ shìwài （名）室外 290

適當 ㄕˋ ㄉㄤˋ shìdàng （形）ちょうどよい、適当である、ふさわしい 829

適應 ㄕˋ ㄧㄥˋ shìyìng （動）適応する、順応する 1207

收費 ㄕㄡ ㄈㄟˋ shōufèi （名）費用、料金
（動）費用を徴収する 300

收集 ㄕㄡ ㄐㄧˊ shōují （動）収集する、集める 1229

收入 ㄕㄡ ㄖㄨˋ shōurù （名）収入、所得 299

熟悉 ㄕㄡˊ ㄒㄧ shóuxī （動）よく知っている、熟知する、把握する 1026

手術 ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ shǒushù （名）手術 169

手指頭 ㄕㄡˇ ㄓˇ ˙ㄊㄡ shǒuzhǐtou （名）指 139

首 ㄕㄡˇ shǒu
（量）～曲、～首
　　　　 （詞や歌、曲の数を数える）
（名）頭、最初の

1299

首都 ㄕㄡˇ ㄉㄨ shǒudū （名）首都 251
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首先 ㄕㄡˇ ㄒㄧㄢ shǒuxiān （副）最初に、はじめに 1380

受 ㄕㄡˋ shòu （動）受ける、受け取る、被る、～される 1181

受不了 ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ shòubùliǎo （動）耐えられない、我慢できない 1006

受到 ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ shòudào （動）受ける、被る 999

受得了 ㄕㄡˋ ˙ㄉㄜ ㄌㄧㄠˇ shòudeliǎo （動）耐えられる、我慢できる 1007

受騙 ㄕㄡˋ ㄆㄧㄢˋ shòupiàn （動［離］） だまされる 996

受傷 ㄕㄡˋ ㄕㄤ shòushāng （動［離］） 怪我をする 877

梳子 ㄕㄨ ˙ㄗ shūzi （名）くし 328

蔬菜 ㄕㄨ ㄘㄞˋ shūcài （名）野菜 411

輸 ㄕㄨ shū （動）負ける、輸送する、入力する 1200

叔父 ㄕㄨˊ ㄈㄨˋ shúfù （名）おじ 32

數量 ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ shùliàng （名）数量 173

數學 ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ shùxué （名）数学 567

數字 ㄕㄨˋ ㄗˋ shùzì （名）数字、数量 568

樹木 ㄕㄨˋ ㄇㄨˋ shùmù （名）樹木 627

雙方 ㄕㄨㄤ ㄈㄤ shuāngfāng （名）双方、両方 90

帥哥 ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ shuàigē （名）イケメン 154

水準 ㄕㄨㄟˇ ㄓㄨㄣˇ shuǐzhǔn （名）水準、レベル 683

睡眠 ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ shuìmián （名）睡眠
（動）眠る 304

順便 ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ shùnbiàn （副）ついでに 1363

順利 ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˋ shùnlì （形）順調である 823

說不定 ㄕㄨㄛ ㄅㄨˊ ㄉㄧㄥˋ shuōbúdìng （副）～かもしれない
（動）はっきりと言えない、わからない 1341

說出 ㄕㄨㄛ ㄔㄨ shuōchū （動）言う、口外する 945

說法 ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ shuōfǎ （名）言い方、意見 8

說明 ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ shuōmíng （名）説明
（動）説明する、～ということを表す 125

思考 ㄙ ㄎㄠˇ sīkǎo （動）深く考える、思考する 1027

絲 ㄙ sī （名）絹 448

死亡 ㄙˇ ㄨㄤˊ sǐwáng （動）亡くなる、死亡する 1061

四處 ㄙˋ ㄔㄨˋ sìchù （副）あちこち、あたり一面 1379

四周 ㄙˋ ㄓㄡ sìzhōu （名）周囲、まわり 231

鬆 ㄙㄨㄥ sōng （形）緩い、ゆとりがある、もろい 718

素食 ㄙㄨˋ ㄕˊ sùshí （名）肉類を使わない食べもの、
　　　　 ベジタリアンフード 410

塑膠 ㄙㄨˋ ㄐㄧㄠ sùjiāo （名）プラスチック 325

蒜 ㄙㄨㄢˋ suàn （名）ニンニク 415

算了 ㄙㄨㄢˋ ˙ㄌㄜ suàn le （フ）やめにする、もういい 862

算是 ㄙㄨㄢˋ ㄕˋ suànshì （動）～ということができる、みなす
（副）どうにか、ようやく 863
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隨便 ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ suíbiàn
（形）気軽である、自由である、
　　　　 いい加減である
（動）都合のよいようにする

821

隨身碟 ㄙㄨㄟˊ ㄕㄣ ㄉㄧㄝˊ suíshēndié （名）USB メモリー 340

隨時 ㄙㄨㄟˊ ㄕˊ suíshí （副）随時、いつでも、常に 1317

縮水 ㄙㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ suōshuǐ （動）水にぬれて縮む 1270

牠 ㄊㄚ tā （代）それ、あれ（動物に対して使う） 647

抬 ㄊㄞˊ tái （動）持ち上げる 898

太極拳 ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ tàijíquán （名）太極拳 385

態度 ㄊㄞˋ ㄉㄨˋ tàidù （名）態度、身ぶり、姿勢 100

攤販 ㄊㄢ ㄈㄢˋ tānfàn （名）露店商 351

攤位 ㄊㄢ ㄨㄟˋ tānwèi （名）売り場、ブース 353

攤子 ㄊㄢ ˙ㄗ tānzi （名）屋台、露店 350

彈 ㄊㄢˊ tán （動）（指やばちで楽器を）弾く、はじく、打つ 1138

談戀愛 ㄊㄢˊ ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ tán liàn’ài （フ）恋愛をする 1054

湯圓 ㄊㄤ ㄩㄢˊ tāngyuán （名）スープに入った団子 425

躺 ㄊㄤˇ tǎng （動）横になる、寝そべる 916

趟 ㄊㄤˋ tàng （量）～度（往復する回数を数える）、
　　　　 ～便（バスや鉄道の便数を数える） 1304

燙 ㄊㄤˋ tàng （形）熱い
（動）やけどする、熱くする、アイロンをかける 752

逃 ㄊㄠˊ táo （動）逃げる、逃れる 929

討厭 ㄊㄠˇ ㄧㄢˋ tǎoyàn （動）嫌う、嫌がる
（形）嫌である、面倒である 1005

特點 ㄊㄜˋ ㄉㄧㄢˇ tèdiǎn （名）特徴、特色 673

特色 ㄊㄜˋ ㄙㄜˋ tèsè （名）特色、特徴 672

特性 ㄊㄜˋ ㄒㄧㄥˋ tèxìng （名）特性、特質 671

疼 ㄊㄥˊ téng （形）痛い 808

疼痛 ㄊㄥˊ ㄊㄨㄥˋ téngtòng （動）痛む 878

梯子 ㄊㄧ ˙ㄗ tīzi （名）はしご 315

提到 ㄊㄧˊ ㄉㄠˋ tídào （動）～に言及する、話が～に触れる 951

提高 ㄊㄧˊ ㄍㄠ tígāo （動）向上させる、高める 1257

提供 ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ tígōng （動）提供する、供給する 1215

提醒 ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ tíxǐng （動）注意を促す、ヒントを与える 987

體力 ㄊㄧˇ ㄌㄧˋ tǐlì （名）体力 164

體重 ㄊㄧˇ ㄓㄨㄥˋ tǐzhòng （名）体重 160

天空 ㄊㄧㄢ ㄎㄨㄥ tiānkōng （名）空、天空 605

天生 ㄊㄧㄢ ㄕㄥ tiānshēng （形）生まれつきの 712

田 ㄊㄧㄢˊ tián （名）田んぼ 259

填 ㄊㄧㄢˊ tián （動）埋める、記入する、書き入れる 1105

T
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挑 ㄊㄧㄠ tiāo （動）選ぶ、探し出す 1226

條件 ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ tiáojiàn （名）条件、要素、要求 682

調整 ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ tiáozhěng （動）調整する 1167

挑戰 ㄊㄧㄠˇ ㄓㄢˋ tiǎozhàn （動）挑戦する
（名）挑戦 1193

貼 ㄊㄧㄝ tiē （動）貼る、くっつ 889

鐵 ㄊㄧㄝˇ tiě （名）鉄 623

鐵路 ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ tiělù （名）鉄道 271

聽話 ㄊㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ tīnghuà （形）従順である、聞き分けがよい 783

停止 ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ tíngzhǐ （動）停止する、やむ、やめる 1242

通 ㄊㄨㄥ tōng （動）通じる、通る、通す 930

通常 ㄊㄨㄥ ㄔㄤˊ tōngcháng （副）通常、普通
（形）通常の、普通の 1310

通過 ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ tōngguò （前）～を通じて、～によって
（動）通過する、採択する 1384

通知 ㄊㄨㄥ ㄓ tōngzhī （動）知らせる、通知する
（名）通知、知らせ 957

同情 ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ tóngqíng （動）同情する、共感する、共鳴する 1010

同事 ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ tóngshì （名）同僚 536

童年 ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ tóngnián （名）幼年期、子供時代 45

統一 ㄊㄨㄥˇ ㄧ tǒngyī （動）統一する、一致する
（形）ひとつにまとまっている、一致している 1254

痛苦 ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ tòngkǔ （形）苦痛である、つらい 807

投 ㄊㄡˊ tóu （動）投げる 904

投資 ㄊㄡˊ ㄗ tóuzī （動）投資する 1175

突然 ㄊㄨˊ ㄖㄢˊ túrán （副）突然、いきなり 1327

圖畫 ㄊㄨˊ ㄏㄨㄚˋ túhuà （名）図画、絵 593

圖書 ㄊㄨˊ ㄕㄨ túshū （名）図書、書籍 592

土 ㄊㄨˇ tǔ （名）土 619

土地 ㄊㄨˇ ㄉㄧˋ tǔdì （名）土地 258

吐 ㄊㄨˇ tǔ （動）吐く、吐き出す、話す 946

吐 ㄊㄨˋ tù （動）嘔吐する、（胃の中のものを）戻す、
　　　　 （不正に入手したものを）戻す 871

兔（子） ㄊㄨˋ ˙ㄗ tù(zi) （名）ウサギ 643

團 ㄊㄨㄢˊ tuán
（量）～玉、～かたまり
　　　（ひとかたまりになっているものを数える）、
     （ある種の状態・状況を示す）

1287

團隊 ㄊㄨㄢˊ ㄉㄨㄟˋ tuánduì （名）団体、チーム 94

團體 ㄊㄨㄢˊ ㄊㄧˇ tuántǐ （名）団体 95

推 ㄊㄨㄟ tuī （動）押す、推し進める 903

推動 ㄊㄨㄟ ㄉㄨㄥˋ tuīdòng （動）推進する、促進する 1214

推薦 ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ tuījiàn （動）推薦する、推す 985

退 ㄊㄨㄟˋ tuì （動）退く、返却する、取り消す 1221
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退步 ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ tuìbù （動）後退する、退歩する 928

退休 ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ tuìxiū （動）（定年）退職する、引退する 1060

挖 ㄨㄚ wā （動）掘る、掘り出す 915

娃娃 ㄨㄚˊ ˙ㄨㄚ wáwa （名）人形、赤ん坊 311

瓦斯 ㄨㄚˇ ㄙ wǎsī （名）ガス 302

外表 ㄨㄞˋ ㄅㄧㄠˇ wàibiǎo （名）（人の）外見、見た目、
　　　　 （物事の）うわべ 149

外語 ㄨㄞˋ ㄩˇ wàiyǔ （名）外国語 574

完成 ㄨㄢˊ ㄔㄥˊ wánchéng （動［離］） 完成する、やり遂げる 1247

完美 ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ wánměi （形）完璧である、非の打ち所がない 816

完整 ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ wánzhěng （形）すっかり整っている、欠けたところがない 815

玩具 ㄨㄢˊ ㄐㄩˋ wánjù （名）おもちゃ 310

王 ㄨㄤˊ wáng （名）王 84

往往 ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ wǎngwǎng （副）往々にして、しばしば 1312

網 ㄨㄤˇ wǎng （名）ネットワーク、網、ネット 341

網友 ㄨㄤˇ ㄧㄡˇ wǎngyǒu （名）インターネットで知り合った友人、
　　　　 ネットユーザー 342

危機 ㄨㄟˊ ㄐㄧ wéijī （名）危機、恐慌、パニック 502

微笑 ㄨㄟˊ ㄒㄧㄠˋ wéixiào （名）ほほ笑み
（動）ほほ笑む 153

偉大 ㄨㄟˇ ㄉㄚˋ wěidà （形）偉大である、立派である 711

未來 ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ wèilái （名）未来、将来、今から 193

位置 ㄨㄟˋ ㄓˋ wèizhì （名）位置、地位、ポスト 225

為 ㄨㄟˋ wèi （前）～のために、～するために 1388

餵 ㄨㄟˋ wèi （動）食べさせる、動物にえさをやる 1053

溫 ㄨㄣ wēn （形）温かい、ぬるい、柔和である、おとなしい 747

溫度 ㄨㄣ ㄉㄨˋ wēndù （名）温度 633

溫暖 ㄨㄣ ㄋㄨㄢˇ wēnnuǎn （形）暖かい、温暖である、温かい 748

文（章） ㄨㄣˊ ㄓㄤ wén(zhāng) （名）文章、文 581

文件 ㄨㄣˊ ㄐㄧㄢˋ wénjiàn （名）文書、公文書、文献 539

文具 ㄨㄣˊ ㄐㄩˋ wénjù （名）文具 319

文學 ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ wénxué （名）文学 582

文字 ㄨㄣˊ ㄗˋ wénzì （名）文字、言葉、文章 580

穩定 ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ wěndìng （形）安定している、落ち着いている 695

問號 ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ wènhào （名）疑問符、クエスチョンマーク、疑問 587

問好 ㄨㄣˋ ㄏㄠˇ wènhǎo （動［離］） ご機嫌を伺う、よろしく伝える 963

握 ㄨㄛˋ wò （動）握る、支配する 892

握手 ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ wòshǒu （動［離］） 握手する 893

屋頂 ㄨ ㄉㄧㄥˇ wūdǐng （名）屋上、屋根 292

無論 ㄨˊ ㄌㄨㄣˋ wúlùn （接）～にもかかわらず、たとえ～でも 1404

W
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舞台 ㄨˇ ㄊㄞˊ wǔtái （名）舞台、ステージ 369

誤點 ㄨˋ ㄉㄧㄢˇ wùdiǎn （動）遅れる、定時に遅れる 1244

西班牙 ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ Xībānyá （名）スペイン 247

西元 ㄒㄧ ㄩㄢˊ xīyuán （名）西暦 210

西裝 ㄒㄧ ㄓㄨㄤ xīzhuāng （名）スーツ、背広 439

吸 ㄒㄧ xī （動）吸う、吸い込む、引きつける 1231

吸收 ㄒㄧ ㄕㄡ xīshōu （動）吸収する、取り込む、受け入れる 1232

吸菸 ㄒㄧ ㄧㄢ xīyān （動［離］） たばこを吸う 1118

吸引 ㄒㄧ ㄧㄣˇ xīyǐn （動）（関心や注意、興味などを）引きつける 853

喜愛 ㄒㄧˇ ㄞˋ xǐ’ài （動）好む、好きである、かわいがる 1004

喜酒 ㄒㄧˇ ㄐㄧㄡˇ xǐjiǔ （名）結婚披露宴、結婚の祝い酒 475

喜事 ㄒㄧˇ ㄕˋ xǐshì （名）めでたいこと、祝い事、結婚 474

喜帖 ㄒㄧˇ ㄊㄧㄝˇ xǐtiě （名）結婚式の招待状 476

系 ㄒㄧˋ xì （名）学部 551

細 ㄒㄧˋ xì （形）細い、細かい 714

蝦（子） ㄒㄧㄚ˙ㄗ xiā(zi) （名）エビ 409

下棋 ㄒㄧㄚˋ ㄑㄧˊ xiàqí （動［離］) 将棋を指す、囲碁を打つ 1141

嚇 ㄏㄜˋ xià （動）脅かす、驚かす 1018

嚇一跳 ㄒㄧㄚˋ ㄧˊ ㄊㄧㄠˋ xià yítiào （フ）びっくりする 865

限（制） ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ xiàn(zhì) （名）制限
（動）制限する、節約する 692

現場 ㄒㄧㄢˋ ㄔㄤˇ xiànchǎng （名）現場 233

現金 ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ xiànjīn （名）現金 12

現實 ㄒㄧㄢˋ ㄕˊ xiànshí （名）現実
（形）現実的である 460

現象 ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ xiànxiàng （名）現象 689

線 ㄒㄧㄢˋ xiàn （名）線、筋、糸 309

相處 ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ xiāngchǔ （動）付き合う、生活や仕事をともにする 967

相關 ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ xiāngguān （動）関連する、関係がある 1241

相反 ㄒㄧㄤ ㄈㄢˇ xiāngtóng （形）相反する、反対である、逆である
（接）反対に、逆に 732

相同 ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥˊ xiāngtóng （形）同じである 731

香水 ㄒㄧㄤ ㄕㄨㄟˇ xiāngshuǐ （名）香水 444

（香）菸 ㄒㄧㄤㄧㄢ (xiāng)yān （名）たばこ 330

鄉村 ㄒㄧㄤ ㄘㄨㄣ xiāngcūn （名）田舎、農村 255

詳細 ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ xiángxì （形）詳しい 727

享受 ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ xiǎngshòu （動）享受する、楽しむ、受ける 969

想念 ㄒㄧㄤˇ ㄋㄧㄢˋ xiǎngniàn （動）懐かしむ、恋しがる 1012

想起 ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ xiǎngqǐ （動）思い出す、思い起こす 1028

想像 ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ xiǎngxiàng （動）想像する 1031

X
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想像力 ㄒㄧㄤˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋxiǎngxiànglì （名）想像力 112

響 ㄒㄧㄤˇ xiǎng （動）音がする、声を出す、鳴らす 1269

巷 ㄒㄧㄤˋ xiàng （名）路地、小路 264

巷口 ㄒㄧㄤˋ ㄎㄡˇ xiàngkǒu （名）街角、路地の入口 266

巷子 ㄒㄧㄤˋ ˙ㄗ xiàngzi （名）路地、横丁 265

消失 ㄒㄧㄠ ㄕ xiāoshī （動）消える、なくなる 1263

消夜 ㄒㄧㄠ ㄧㄝˋ xiāoyè （名）夜食
（動）夜食を食べる 422

小販 ㄒㄧㄠˇ ㄈㄢˋ xiǎofàn （名）物売り、行商人 352

小氣 ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ xiǎoqì （形）けちである、気が小さい 795

小說 ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ xiǎoshuō （名）小説 375

小提琴 ㄒㄧㄠˇ ㄊㄧˊ ㄑㄧㄣˊxiǎotíqín （名）バイオリン 372

小偷 ㄒㄧㄠˇ ㄊㄡ xiǎotōu （名）泥棒 82

曉得 ㄒㄧㄠˇ ˙ㄉㄜ xiǎode （動）知っている、わかっている 1023

效果 ㄒㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˇ xiàoguǒ （名）効果、結果 680

效率 ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ xiàolǜ （名）効率、能率 681

笑話 ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ xiàohuà （名）笑い話 126

笑容 ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ xiàoróng （名）笑顔 152

校長 ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ xiàozhǎng （名）校長、学長 546

協助 ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ xiézhù （動）協力する、助ける 971

血 ㄒㄧㄝˇ xiě （名）血 145

血型 ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄥˊ xiěxíng （名）血液型 146

寫作 ㄒㄧㄝˇ ㄗㄨㄛˋ xiězuò （動）文章を書く、創作する
（名）作文 1155

心想 ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ xīnxiǎng （動）心に思う、（～する）つもりである 1011

欣賞 ㄒㄧㄣ ㄕㄤˇ xīnshǎng （動）鑑賞する、気に入る、すばらしいと思う 1133

（新）台幣 ㄒㄧㄣㄊㄞˊ ㄅㄧˋ (xīn)táibì （名）新台湾ドル 510

新郎 ㄒㄧㄣ ㄌㄤˊ xīnláng （名）新郎、花婿 37

新娘 ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄤˊ xīnniáng （名）新婦、花嫁 36

薪水 ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ xīnshuǐ （名）給料 525

信件 ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄢˋ xìnjiàn （名）手紙、郵便物 307

信任 ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ xìnrèn （動）信用する、信頼して任せる 975

信心 ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ xìnxīn （名）自信、信念、確信 108

興奮 ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ xīngfèn （形）興奮している 798

形容 ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ xíngróng （動）形容する 1033

形容詞 ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ xíngróngcí （名）形容詞 585

形狀 ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ xíngzhuàng （名）形状、形、姿 652

醒 ㄒㄧㄥˇ xǐng （動）覚める、目覚める 1085

性別 ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄝˊ xìngbié （名）性別、ジェンダー 96

性格 ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ xìnggé （名）性格、気性 98
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幸福 ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ xìngfú （名）幸福、幸せ
（形）幸福である、幸せである 488

幸好 ㄒㄧㄥˋ ㄏㄠˇ xìnghǎo （副）運よく、都合よく 1361

幸虧 ㄒㄧㄥˋ ㄎㄨㄟ xìngkuī （副）幸いにも 1362

幸運 ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ xìngyùn （形）運がいい、幸せである
（名）幸運 827

兄 ㄒㄩㄥ xiōng （名）兄 27

熊 ㄒㄩㄥˊ xióng （名）クマ 639

休閒 ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ xiūxián （動）のんびり過ごす、休む 1066

修 ㄒㄧㄡ xiū （動）修理する、直す、整える、手入れする 1111

修理 ㄒㄧㄡ ㄌㄧˇ xiūlǐ （動）修理する、修繕する、こらしめる 1112

宣布 ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ xuānbù （動）宣言する、表明する 1186

學費 ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ xuéfèi （名）学費 558

學會 ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ xuéhuì （名）学会
（動）習って自分のものにする、マスターする 598

學位 ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ xuéwèi （名）学位 557

學問 ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣˋ xuéwèn （名）学問 543

學院 ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ xuéyuàn （名）（３学部以下の）大学、学部 549

學者 ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ xuézhě （名）学者 597

迅速 ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ xùnsù （形）迅速である、速やかである 725

訓練 ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ xùnliàn （動）訓練する、トレーニングする 1201

鴨（子） ㄧㄚ˙ㄗ yā(zi) （名）アヒル 645

壓 ㄧㄚ yā （動）（上から）重みを加える、押さえつける、
　　　　 落ち着かせる 1233

壓力 ㄧㄚ ㄌㄧˋ yālì （名）圧力、ストレス、負担 469

牙（齒） ㄧㄚˊ ㄔˇ   yá(chǐ) （名）歯 138

牙醫 ㄧㄚˊ ㄧ yáyī （名）歯科医、歯医者 68

煙 ㄧㄢ yān （名）煙、かすみ、もや、たばこ 637

煙火 ㄧㄢ ㄏㄨㄛˇ yānhuǒ （名）花火 394

研究所 ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡˋ ㄙㄨㄛˇyánjiùsuǒ （名）大学院、研究所 550

嚴（格） ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ yán(gé) （形）厳しい、厳格である 697

眼光 ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ yǎnguāng （名）視線、見識、見る目 148

（眼）淚 ㄧㄢˇㄌㄟˋ (yǎn)lèi （名）涙 147

眼前 ㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ yǎnqián （名）目の前 191

演出 ㄧㄢˇ ㄔㄨ yǎnchū （動）公演する、出演する 1134

演講 ㄧㄢˇ ㄐㄧㄤˇ yǎnjiǎng （動）演説する、講演する 956

演員 ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ yǎnyuán （名）役者、俳優 74

羊 ㄧㄤˊ yáng （名）ヒツジ、ヤギ 641

羊肉 ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ yángròu （名）ヤギ肉、羊肉 408

陽光 ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ yángguāng （名）太陽の光 606

Y
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陽台 ㄧㄤˊ ㄊㄞˊ yángtái （名）ベランダ、バルコニー 293

養 ㄧㄤˇ yǎng （動）養う、育てる、飼う 1052

腰 ㄧㄠ yāo （名）腰 136

邀請 ㄧㄠ ㄑㄧㄥˇ yāoqǐng （動）招待する、招く 980

搖 ㄧㄠˊ yáo （動）揺れる、揺り動かす、振る 911

咬 ㄧㄠˇ yǎo （動）かむ、かじる、はさむ、かみ合う 870

要不然 ㄧㄠˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ yàobùrán （接）そうでなければ、さもなくば 1401

要不是 ㄧㄠˋ ㄅㄨˊ ㄕˋ yàobúshì （接）もし～でなかったら 1397

要緊 ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ yàojǐn （形）重要である、大切である、深刻である 833

頁 ㄧㄝˋ yè （量）～ページ 1293

葉（子） ㄧㄝˋ ˙ㄗ yè(zi) （名）葉、葉っぱ 628

業務 ㄧㄝˋ ㄨˋ yèwù （名）業務 517

一般來說 ㄧˋ ㄅㄢ ㄌㄞˊㄕㄨㄛ yìbān lái shuō （フ）一般的には 861

一邊（兒） ㄧˋ ㄅㄧㄢ ㄦ yìbiān(r) （副）～しながら（～する） 1364

一帶 ㄧˊ ㄉㄞˋ yídài （名）一帯 226

一方面 ㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ yìfāngmiàn （接）一方では 1394

一旁 ㄧˋ ㄆㄤˊ yìpáng （名）かたわら、そば 232

一生 ㄧˋ ㄕㄥ yìshēng （名）一生 450

一時 ㄧˋ ㄕˊ yìshí （名）しばらくの間、一時 195

一天到晚 ㄧˋ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢ y̌ìtiāndàowǎn （成）朝から晩まで、一日中 1419

一同 ㄧˋ ㄊㄨㄥˊ yìtóng （副）いっせいに、一緒に 1318

一向 ㄧˊ ㄒㄧㄤˋ yíxiàng （副）いつも、今までずっと 1315

一再 ㄧˊ ㄗㄞˋ yízài （副）何度も 1306

一陣子 ㄧˊ ㄓㄣˋ ˙ㄗ yízhènzi （名）ひとしきり、しばらく 196

醫 ㄧ yī （動）治す、治療する
（名）医学、医療 880

醫學 ㄧ ㄒㄩㄝˊ yīxué （名）医学 589

意外 ㄧˋ ㄨㄞˋ yìwài （形）意外である、思いがけない
（名）思いがけない事故 800

藝術 ㄧˋ ㄕㄨˋ yìshù （名）芸術 376

姨媽 ㄧˊ ㄇㄚ yímā （名）母方のおば 35

移動 ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ yídòng （動）移動する 919

移民 ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ yímín （名）移民
（動）移民する、移住する 483

以來 ㄧˇ ㄌㄞˊ yǐlái （名）～以来、～（して）からこのかた 186

因此 ㄧㄣ ㄘˇ yīncǐ （接）したがって、それで 1405

因素 ㄧㄣ ㄙㄨˋ yīnsù （名）要素、要因 669

音樂家 ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚ yīnyuèjiā （名）音楽家 71

銀 ㄧㄣˊ yín （名）銀 603

引起 ㄧㄣˇ ㄑㄧˇ yǐnqǐ （動）引き起こす、もたらす 854

飲食 ㄧㄣˇ ㄕˊ yǐnshí （名）飲食 396
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印度 ㄧㄣˋ ㄉㄨˋ Yìndù （名）インド 249

印象 ㄧㄣˋ ㄒㄧㄤˋ yìnxiàng （名）印象 7

英雄 ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ yīngxióng （名）ヒーロー、英雄 478

應當 ㄧㄥ ㄉㄤ yīngdāng （助動）～すべきである 1273

嬰兒 ㄧㄥ ㄦˊ yīng’ér （名）乳児、赤子 43

贏 ㄧㄥˊ yíng （動）勝つ 1199

影（子） ㄧㄥˇ ˙ㄗ yǐng(zi) （名）影、姿 161

影片 ㄧㄥˇ ㄆㄧㄢˋ yǐngpiàn （名）映画、フィルム 366

影像 ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ yǐngxiàng （名）映像、イメージ 365

影印 ㄧㄥˇ ㄧㄣˋ yǐngyìn （動）コピーする 1109

硬 ㄧㄥˋ yìng （形）かたい、強硬である
（副）かたくなに、むりやり 704

永遠 ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ yǒngyuǎn （副）いつまでも、永久に 1316

勇敢 ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ yǒnggǎn （形）勇敢である 784

勇氣 ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ yǒngqì （名）勇気 104

用餐 ㄩㄥˋ ㄘㄢ yòngcān （動）食事をする 1070

用處 ㄩㄥˋ ㄔㄨˋ yòngchù （名）使い道、用途 313

用具 ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ yòngjù （名）用具、道具 312

用力 ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ yònglì （動）力を入れる、力を込める 918

用心 ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ yòngxīn （形）心をこめる、気をつける、身を入れる 793

優點 ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ yōudiǎn （名）長所、メリット 674

由 ㄧㄡˊ yóu （前）～から、～が、（人）によって 1391

由於 ㄧㄡˊ ㄩˊ yóuyú （前）～によって、～による
（接）～なので、～だから 1387

油膩 ㄧㄡˊ ㄋㄧˋ yóunì （形）脂っこい 774

郵差 ㄧㄡˊ ㄔㄞ yóuchāi （名）郵便配達員 66

有關 ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ yǒuguān （前）～に関する
（動）関係がある 1386

幼稚園 ㄧㄡˋ ㄓˋ ㄩㄢˊ yòuzhìyuán （名）幼稚園 281

於是 ㄩˊ ㄕˋ yúshì （接）それで、そこで 1406

愉快 ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ yúkuài （形）楽しい、愉快である 699

與 ㄩˇ yǔ （接）～と～ 1407

玉米 ㄩˋ ㄇㄧˇ yùmǐ （名）トウモロコシ 403

預報 ㄩˋ ㄅㄠˋ yùbào （名）予報 635

預期 ㄩˋ ㄑㄧˊ yùqí （動）予期する、期待する
（名）期待、予測 1015

預習 ㄩˋ ㄒㄧˊ yùxí （動）予習する 1147

遇到 ㄩˋ ㄉㄠˋ yùdào （動）出会う、ぶつかる 859

遇見 ㄩˋ ㄐㄧㄢˋ yùjiàn （動）出会う、出くわす 937

元旦 ㄩㄢˊ ㄉㄢˋ yuándàn （名）元旦、元日 218

元宵 ㄩㄢˊ ㄒㄧㄠ yuánxiāo （名）旧暦１月15 日の夜、元宵節に食べる
団子 220
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原本 ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ yuánběn （副）もともと、本来
（名）原本、原書 1359

原諒 ㄩㄢˊ ㄌㄧㄤˋ yuánliàng （動）許す、勘弁する 993

原味 ㄩㄢˊ ㄨㄟˋ yuánwèi （名）もともとの味、プレーン、持ち味 400

原則 ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ yuánzé （名）原則、基本 660

員工 ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ yuángōng （名）従業員、スタッフ 532

願望 ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ yuànwàng （名）願い、望み 458

圓形 ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ yuánxíng （名）円形 569

月餅 ㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˇ yuèbǐng （名）月餅 426

月光 ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ yuèguāng （名）月光 607

閱讀 ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ yuèdú （動）読む 1154

樂團 ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ yuètuán （名）楽団、バンド 373

雲 ㄩㄣˊ yún （名）雲 609

運氣 ㄩㄣˋ ˙ㄑㄧ yùnqi （名）運気 454

在乎 ㄗㄞˋ ㄏㄨ zàihū （動）気にかける、意に介する、～にある 1013

再三 ㄗㄞˋ ㄙㄢ zàisān （副）再三、繰り返し、何度も 1307

載 ㄗㄞˋ zài （動）積む、運搬する 1234

糟 ㄗㄠ zāo （形）まずい、丈夫でない、ひどい 813

早晨 ㄗㄠˇ ㄔㄣˊ zǎochén （名）朝 213

造成 ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ zàochéng （動）引き起こす、もたらす、作り出す 855

責任 ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ zérèn （名）責任 521

增加 ㄗㄥ ㄐㄧㄚ zēngjiā （動）増える、増やす 1259

展覽 ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ zhǎnlǎn （名）展覧、展示
（動）展覧する、展示する 382

暫時 ㄓㄢˋ ㄕˊ zhànshí （副）しばらく、一時
（形）一時的な、臨時の 1320

戰爭 ㄓㄢˋ ㄓㄥ zhànzhēng （名）戦争 503

章 ㄓㄤ zhāng （量）（歌や文章などの段落を数える） 1297

張開 ㄓㄤ ㄎㄞ zhāngkāi （動）開く、広げる 901

丈夫 ㄓㄤˋ ㄈㄨ zhàngfū （名）夫 2

帳單 ㄓㄤˋ ㄉㄢ zhàngdān （名）請求書、計算書、勘定書き 541

帳號 ㄓㄤˋ ㄏㄠˋ zhànghào （名）アカウント、口座番号 14

招手 ㄓㄠ ㄕㄡˇ zhāoshǒu （動［離］） 手を振る、
                  手を振ってあいさつする 895

著急 ㄓㄠ ㄐㄧˊ zhāojí （形）焦っている、いらいらしている 804

找錢 ㄓㄠˇ ㄑㄧㄢˊ zhǎoqián （動［離］） お釣りを出す 1095

折扣 ㄓㄜˊ ㄎㄡˋ zhékòu （名）割引 357

哲學 ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ zhéxué （名）哲学 588

真實 ㄓㄣ ㄕˊ zhēnshí （形）事実である、本当である 742

真正 ㄓㄣ ㄓㄥˋ zhēnzhèng （副）たしかに、本当に
（形）本当の、真の 1367

Z
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陣 ㄓㄣˋ zhèn （量）ひとしきり
　　　　 （ある時間続く現象や動作を数える） 1305

爭 ㄓㄥ zhēng （動）競う、争う 1197

整理 ㄓㄥˇ ㄌㄧˇ zhěnglǐ （動）整理する、片付ける 1100

整體 ㄓㄥˇ ㄊㄧˇ zhěngtǐ （名）全体 177

整天 ㄓㄥˇ ㄊㄧㄢ zhěngtiān （名）１日中 198

正確 ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ zhèngquè （形）正しい、正確である、適切である 837

政策 ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ zhèngcè （名）政策 492

政府 ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ zhèngfǔ （名）政府 491

政治 ㄓㄥˋ ㄓˋ zhèngzhì （名）政治 490

證據 ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ zhèngjù （名）証拠 687

證明 ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ zhèngmíng （動）証明する
（名）証明 1189

之後 ㄓ ㄏㄡˋ zhīhòu （名）～の後、～のうしろ、それから 183

之間 ㄓ ㄐㄧㄢ zhījiān （名）～の間 184

之前 ㄓ ㄑㄧㄢˊ zhīqián （名）～の前、これまで、以前 182

之中 ㄓ ㄓㄨㄥ zhīzhōng （名）～の中 185

支持 ㄓ ㄔˊ zhīchí （動）支持する、支える 973

直 ㄓˊ zhí （形）まっすぐである、率直である
（副）ずっと、しきりに 722

直到 ㄓˊ ㄉㄠˋ zhídào （前）～になる、～になって（もまだ／やっと） 1392

值得 ㄓˊ ˙ㄉㄜ zhíde （動）割に合う、値段に見合う、価値がある、
　　　　 ～する値打ちがある 1017

職業 ㄓˊ ㄧㄝˋ zhíyè （名）職業 62

只是 ㄓˇ ㄕˋ zhǐshì （副）～にすぎない、ただ～だけである
（接）ただし、だが 1353

指 ㄓˇ zhǐ （動）指さす、指し示す 885

指導 ㄓˇ ㄉㄠˇ zhǐdǎo （動）指導する、教え導く 1144

至少 ㄓˋ ㄕㄠˇ zhìshǎo （副）少なくとも 1377

制度 ㄓˋ ㄉㄨˋ zhìdù （名）制度 508

製造 ㄓˋ ㄗㄠˋ zhìzào （動）製造する、作り出す 1165

中年 ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ zhōngnián （名）中年 52

中文系 ㄓㄨㄥ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ Zhōngwénxì （名）中国語学科 553

終於 ㄓㄨㄥ ㄩˊ zhōngyú （副）ついに、とうとう 1352

種類 ㄓㄨㄥˇ ㄌㄟˋ zhǒnglèi （名）種類、品種 657

中 ㄓㄨㄥˋ zhòng （動）当たる、被る 1119

重大 ㄓㄨㄥˋ ㄉㄚˋ zhòngdà （形）重大である 832

重點 ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ zhòngdiǎn （名）重点 676

重視 ㄓㄨㄥˋ ㄕˋ zhòngshì （動）重視する、重く見る 1043

種 ㄓㄨㄥˋ zhòng （動）植える 1120

周圍 ㄓㄡ ㄨㄟˊ zhōuwéi （名）周囲、まわり 230

週年 ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ zhōunián （名）丸１年、～周年 217
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竹（子） ㄓㄨˊ ˙ㄗ zhú(zi) （名）竹 624

主動 ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ zhǔdòng （形）自発的である、主体的である、
　　　　 積極的である 777

主管 ㄓㄨˇ ㄍㄨㄢˇ zhǔguǎn （名）責任者、主管者 535

主角 ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˇ zhǔjiǎo （名）主役、中心人物 76

主任 ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ zhǔrèn （名）主任、担任（仕事や組織の責任者） 534

主題 ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ zhǔtí （名）テーマ、主題 122

主要 ㄓㄨˇ ㄧㄠˋ zhǔyào （副）主に、主として
（形）主要な、大切な 1365

主意 ㄓㄨˇ ㄧˋ zhǔyì （名）アイデア、意見、考え 113

煮 ㄓㄨˇ zhǔ （動）煮る、ゆでる、炊く 1076

煮飯 ㄓㄨˇ ㄈㄢˋ zhǔfàn （動）料理する 1075

住戶 ㄓㄨˋ ㄏㄨˋ zhùhù （名）世帯、所帯、住民 296

住院 ㄓㄨˋ ㄩㄢˋ zhùyuàn （動［離］） 入院する 882

注意到 ㄓㄨˋ ㄧˋ ㄉㄠˋ zhùyìdào （フ）気づく 860

專家 ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ zhuānjiā （名）専門家 69

專門 ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ zhuānmén （副）わざわざ
（形）専門の 1333

專心 ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄣ zhuānxīn （形）専念している、一心不乱である 792

專業 ㄓㄨㄢ ㄧㄝˋ zhuānyè （形）専門の、プロの
（名）専攻、専門の分野や業務 702

賺 ㄓㄨㄢˋ zhuàn （動）かせぐ、もうける、もうかる 1096

賺錢 ㄓㄨㄢˋ ㄑㄧㄢˊ zhuànqián （動［離］） 金をかせぐ、金をもうける、
                  金がもうかる 1097

追 ㄓㄨㄟ zhuī （動）追う、追求する 1219

追求 ㄓㄨㄟ ㄑㄧㄡˊ zhuīqiú （動）追求する 1220

準 ㄓㄨㄣˇ zhǔn （形）正確である、確実である 838

準時 ㄓㄨㄣˇ ㄕˊ zhǔnshí （形）時間どおりである 766

資本 ㄗ ㄅㄣˇ zīběn （名）資本、資本金、元手 524

資訊 ㄗ ㄒㄩㄣˋ zīxùn （名）情報 343

資源 ㄗ ㄩㄢˊ zīyuán （名）資源 691

子女 ㄗˇ ㄋㄩˇ zǐnǚ （名）子供、息子と娘 21

仔細 ㄗˇ ㄒㄧˋ zǐxì （形）注意深い、細やかである、綿密である 728

紫 ㄗˇ zǐ （名）紫 602

自從 ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ zìcóng （前）～から、～より 1389

字幕 ㄗˋ ㄇㄨˋ zìmù （名）字幕 368

自動 ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ zìdòng （副）自発的に、自然に
（形）自動の 1374

自來水 ㄗˋ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄟˇ zìláishuǐ （名）水道、水道水 303

自殺 ㄗˋ ㄕㄚ zìshā （動）自殺する 1063

自我 ㄗˋ ㄨㄛˇ zìwǒ （名）自己、自我 101

自信 ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ zìxìn （名）自信
（形）自信がある 107
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自在 ㄗˋ ㄗㄞˋ zìzài （形）自由自在である、思いのままである 822

自助 ㄗˋ ㄓㄨˋ zìzhù （形）セルフサービスの
（動）自分でする 769

（宗）教 ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ (zōng)jiào （名）宗教 484

總共 ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥˋ zǒnggòng （副）合わせて、全部で 1376

總統 ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ zǒngtǒng （名）総統、大統領 494

總統府 ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄈㄨˇZǒngtǒngfǔ （名）総統府 495

粽子 ㄗㄨㄥˋ ˙ㄗ zòngzi （名）ちまき 424

租金 ㄗㄨ ㄐㄧㄣ zūjīn （名）賃貸料、貸し賃、借り賃 301

足夠 ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ zúgòu （動）十分である、足りている 1256

祖父 ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ zǔfù （名）祖父 23

祖母 ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ zǔmǔ （名）祖母 22

組 ㄗㄨˇ zǔ （量）～セット、～組
（動）組み合わせる、組織する 1302

組合 ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ zǔhé （名）組み合わせ、組合
（動）組み合わせる 686

最初 ㄗㄨㄟˋ ㄔㄨ zuìchū （名）最初、はじめて 178

醉 ㄗㄨㄟˋ zuì （動）酔う、酔っぱらう、心を奪われる 873

作家 ㄗㄨㄛˋ ㄐㄧㄚ zuòjiā （名）作家 80

作者 ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ zuòzhě （名）作者 79

做出 ㄗㄨㄛˋ ㄔㄨ zuòchū （動）作り出す、～をする、しでかす、
　　　　 （判断を）下す 852

做夢 ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ zuòmèng （動［離］） 夢を見る、幻想を抱く、
                  空想する 1084
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