
中国語語彙リスト（あいうえお順） 

 
あ    

あい（あいしている） 愛（している） (6-2) 爱 

あいかわらず   (3-1) 照旧，依旧，跟往常一样 

あいじん 愛人 (5-2) 情夫，情妇 

アイススケート   (6-2) 滑冰，溜冰 

あいつ   (1-2) 那家伙，那小子 

あいて 相手 (1-1) 伙伴。对方，对手 

アイデア   (4-3) 主意，想法 

～あう   (1-1) 互相，一快儿，一同 

アウトドア   (1-1) 户外，野外，露天 

あかるい 明るい (1-1) 明亮。明朗，快活，光明。熟悉，精通

あきらかに 明らかに (5-2) 明显，显然，清楚 

あきらめる   (6-3) 段念，死心，放弃 

あぐらをかく   (3-3) 盘腿坐 

あげもの 揚げもの (7-1) 油炸食品 

あげる 挙げる (6-3) 举例。举行。竭尽。得。检举 

あげる 揚げる (7-2) 放。起（货）。（油）炸。招 

あげる（かおを） 上げる（顔を） (5-3) 扬起，抬起 

アジア   (2-1) 亚洲 

あしがる 足軽 (1-3) 步卒，最下级武士 

あせをかく 汗をかく (7-2) 出汗 

あたえる 与える (8-3) 给。授予。分配。使蒙受 

あたまがいい 頭がいい (1-1) 聪明 

あたまがやわらかい 頭が柔らかい (1-3) 脑子灵活 

あたる 当たる (7-3) 中 

あちこち   (2-2) 到处 

あっというま（に） あっという間（に） (3-3) 瞬间 

あと   (5-1) 后面 

あとの～   (5-1) 后面的 

アドバイス（する）   (2-1) 忠告，建议 

アドレス   (8-1) 住址，地址 

あぶら 油 (7-1) 油 

アフリカ   (2-3) 非洲 

あまい 甘い (8-2) 甜。淡。奉承 

あまくち（の） 甘口（の） (3-2) 不太辣（咸）（的） 



あまりに（も）   (7-2) 过于，过分，太 

アメリカ   (1-1) 美国，美洲 

あやしい 怪しい (5-2) 奇怪，可疑 

あらためて   (3-2) 再次。重新 

あらわす 表す (1-3) 呈现。表现 

あらわれる 表れる (7-3) 出现。表现。暴露 

ありうる   (4-2) 可能有 

アリバイ   (5-1) （犯罪时）不在现场的证据 

アルゼンチン   (2-3) 阿根廷 

あるにはある   (4-1) 有是有 

あるひ ある日 (1-2) 某一天 

アロマテラピー   (7-2) 芳香疗法，香薰 

あわせて 合わせて (8-3) 并，同时 

あわてて～（する）   (5-3) 着急地，急急忙忙地 

あんてい（する） 安定（する） (2-1) 安定，稳定 

 
い    

い 胃 (2-2) 胃 

いいかえる 言い換える (8-3) 换句话说。改变话题 

いいかえれば 言い換えれば (8-3) 换句话说的话 

イエローカード   (6-2) 黄牌警告 

イカ   (7-2) 乌贼，墨鱼 

いかだいがく 医科大学 (7-2) 医科大学 

いきがつまる 息が詰まる (3-1) 喘不上气 

イギリス   (2-3) 英国 

いくつか（の）   (2-2) 若干个（的） 

いけいようし い形容詞 (3-1) イ形容词 

いけばな 生け花 (2-2) 插花 

いこいのば 憩いの場 (2-1) 休息场所 

～いこう ～以降 (3-2) 之后 

いこくじょうちょゆたか（な） 異国情緒豊か（な） (2-3) 充满异国情调（地） 

いざ～となると   (7-3) 一旦有情况 

いざかや 居酒屋 (1-1) 小酒馆 

いし 意志 (5-3) 意志。意向，志向 

いしき（する） 意識（する） (7-3) 意识，知觉 

いじめ   (8-3) 欺侮，欺负 

イスラムきょう ， (2-1) 伊斯兰教 



いずれにせよ   (5-3) 不管怎样 

いせい 異性 (6-1) 异性 

いぜん 以前 (3-1) 以前，从前 

いためる 炒める (7-2) 炒，煎，爆 

いちおう 一応 (2-2) 大致，大略。暂且，姑且。一次，一下

いちにちもはやく 一日もはやく (3-3) 想尽快 

いちぶ 一部 (3-2) 一部分 

いつう 胃痛 (7-2) 胃痛 

いつか   (4-1) 不知什么时候。曾经。早晚，迟早 

いっけんのかちあり 一見の価値あり (2-1) 值得一见 

いっしゅ 一種（「～の一種」） (7-2) 一种 

いったい 一体 (5-1) 同心协力。究竟，到底。本来，根本 

いっぱんてきに 一般的（な） (3-2) 一般的 

いと（する） 意図（する）     (3-3) 心意，打算。意图，企图 

いとこ   (8-3) 堂兄弟，堂姐妹，表兄弟，表姐妹 

いま 居間 (1-1) 起居室 

いまでは 今では (2-3) 现在 

いまでも 今でも (1-1) 到现在也 

いみん（する） 移民（する） (2-3) 移民 

イメージ   (3-2) 印象 

イライラする   (3-1) 着急，焦躁 

イラストレーター   (1-1) 插图画家 

いりょう 医療 (7-3) 医疗，治疗 

いわゆる   (1-1) 所谓 

いんしょう 印象 (1-1) 印象 

いんしょうにのこる 印象に残る (1-2) 留下印象 

インスタントしょくひん インスタント食品 (4-2) 快餐食品 

インタビュー（する）   (6-2) 会面，会见。访问，记者采访 

インド   (2-3) 印度 

インドシナはんとう インドシナ半島 (2-1) 印度支那半岛 

インドよう インド洋 (2-3) 印度洋 

 
う    

うえき 植木 (3-3) 植树 

うがい   (7-1) 漱（口） 

うき 雨期 (2-1) 雨季 

うけいれる 受け入れる (1-3) 接受，采纳。领取。承认。接纳 



うけみ 受け身 (5-1) 被动。被动式 

うしなう 失う (5-1) 失去，丢失 

うすめる 薄める (7-2) 稀释，弄淡，冲淡 

うちゅう 宇宙 (4-2) 宇宙 

うつ 撃つ (5-1) 射击，开枪。攻击 

うつる 映る (4-3) 映，照。相称 

うまく   (1-3) 顺利，幸运 

うまくいく うまく行く (4-1) 顺利 

うまれかわる 生まれ変わる (7-3) 转生，再生。脱胎换骨 

うむ 産む (6-1) 生，产。产生 

うめる 埋める (5-1) 填 

うらかみてんしゅどう 浦上天主堂 (2-3) 浦上天主堂 

うわさ   (3-1) 谣言。谈论 

 
え    

えいきょう（する） 影響（する） (2-3) 影响 

えいぎょうマン 営業マン (4-3) 销售员 

エイズ   (4-2) 艾滋病 

えいよう 栄養 (7-2) 营养 

エーゲかい エーゲ海 (2-3) 爱琴海 

エジプト   (2-2) 埃及 

エチケット   (3-3) 礼貌，礼节 

えどじだい 江戸時代 (2-3) 江户时代 

えどばくふ 江戸幕府 (1-3) 江户幕府 

エビ   (2-1) 虾 

える 得る (7-3) 得到，取得 

 
お    

おいのり お祈り (3-2) 祈祷，祷告 

おうべい 欧米 (7-3) 欧美 

おおうらてんしゅどう 大浦天主堂 (2-3) 大浦天主堂 

おおく 多く（「～の多く」） (7-3) 大部分，大都 

おおくの 多くの (7-3) 多数，许多 

おおごえで 大声で (5-2) 大声地 

おおざっぱ（な）   (1-3) 粗枝大叶。粗略 

オーストラリア   (2-3) 澳大利亚 

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾝ･ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ   (2-3) 澳式足球 



オーダーメイド   (2-1) 定做，定做品 

オートロック   (4-3) 自动锁 

おかえし お返し (3-3) 回礼。找回的零钱 

おかげさまで   (3-1) 托福，幸亏，多亏 

おきどけい 置き時計 (3-3) 座钟 

おきる 起きる (2-2) 起立，站起来。起床。不睡。发生 

おこう お香 (7-2) 香 

おこす 起こす (5-3) 使⋯立起，使⋯站起来。叫醒。引起，

发动 

おこる 起こる (4-2) 发生。（病）发作 

おさななじみ 幼なじみ (1-2) 青梅竹马 

おしゃべり（な）   (1-3) 多嘴（的人）。聊天儿，闲谈 

おすすめ   (7-2) 推荐 

おすまいの～ お住まいの～ (6-2) 住处的～ 

おせん（する） 汚染（する） (4-2) 污染 

おそくなる 遅くなる (6-1) 迟到，晚 

おそるおそる～（する） 恐る恐る～（する） (5-3) 提心吊胆，战战兢兢，诚惶诚恐 

おそろしい 恐ろしい (7-3) 可怕。惊人，非常。担心 

おたがいに お互いに (1-1) 互相，彼此 

おたがいの お互いの (1-1) 互相的，彼此的 

おちつく 落ち着く (7-1) 定居，安顿。平息，稳定。沉着，冷静

おてつだい お手伝い (4-3) 保姆，家政妇 

おでん   (2-1) （用豆腐，萝卜，芋头等煮的）杂烩 

おとがする 音がする (5-1) 有声音 

おとこらしい 男らしい (6-1) 有男子气概 

おとなしい   (1-1) 老实，温顺 

おどろいたことに 驚いたことに (5-1) 意想不到的是，颇为稀奇的是 

おどろくべき 驚くべき (5-1) 可惊的，骇人听闻的，令人震惊的 

おとをたてる 音を立てる (3-3) 发出声音 

オフィス   (4-3) 办公室 

おもいっきり～（する） 思いっきり～（する） (4-1) 尽量地，充分地 

おもいで 思い出 (1-2) 回忆。纪念 

おもいやりがある 思いやりがある (1-3) 体贴，体谅 

おや 親 (6-3) 父母 

おやこどん（ぶり） 親子丼 (4-2) 鸡肉鸡蛋盖饭 

およそ   (2-1) 大概，大约 

オランダざか オランダ坂 (2-3) 荷兰坡 



オリーブオイル   (7-2) 橄榄油 

オリンピック   (1-2) 奥林匹克 

おわかりですか   (6-2) 明白吗 

おんこう（な） 温厚（な） (1-3) （性格）温厚，敦厚。（态度）温文尔

雅 

おんせん 温泉 (1-1) 温泉 

おんせんち 温泉地 (2-3) 温泉地带 

 
か    

～か ～課 (1-1) 科 

カード   (5-1) 卡，卡片 

ガーナ   (2-3) 加纳 

かいかえる 買い替える (4-3) 换（买件新的替换旧的） 

かいけつ（する） 解決（する） (8-3) 解决 

がいこうかん 外交官 (8-2) 外交官 

がいしけい 外資系 (2-1) 外资 

がいしゅつ（する） 外出（する） (6-1) 出门，外出 

かいしょう（する） 解消（する） (7-1) 解除，取消 

かいそう 海草 (7-1) 海草 

かいとう（する） 解答（する） APP. 解答 

ガイドブック   (2-2) 旅行指南，参考手册 

かいはつ（する） 開発（する） (4-3) 开发 

がいよう 概要 (5-3) 概要，概略 

がいらいご 外来語 (4-2) 外来语 

かいわすれる 買い忘れる (3-1) 忘记买 

かおり 香り (7-2) 香味儿，芳香 

がか 画家 (7-1) 画家 

かかえる 抱える (8-3) 抱，夹。承担，负担。雇用 

カカオ   (2-3) 可可豆 

かがく 化学 (5-3) 化学 

かかせない 欠かせない (7-2) 不可少，少不了 

かかる   (3-3) 挂着，吊着。花费，需要 

かきいれる 書き入れる (1-2) 记入，填入，写上 

かきかえる 書き換える (1-1) 重写，改写。更名 

かぎっこ かぎっ子 (1-2) 脖子上挂钥匙的孩子 

かきまぜる かき混ぜる (7-2) 搅拌，搅和 

かく 描く (1-3) 绘，画 



かぐ 嗅ぐ (7-2) 闻，嗅 

がくしゃ 学者 (8-3) 学者 

がくしゅう（する） 学習（する） (1-1) 学习 

がくせいうんどう 学生運動 (5-3) 学生运动 

がくひ 学費 (8-1) 学费 

かくりつ 確率 (7-3) 概率 

かじ 家事 (6-1) 家务 

かしゅ 歌手 (4-1) 歌手 

かず 数 (7-3) 数字。许多，繁多 

かずおおく（の） 数多く（の） (2-1) 很多 

カステラ   (2-3) 蛋糕 

～かた ～型 (4-3) 型，类型 

かち 価値 (6-3) 价值 

がっか 学科 (8-1) 学科 

がっき 学期 (8-1) 学期 

がっきゅうほうかい 学級崩壊 (8-3) （搞）班级破坏 

かてい（する） 仮定（する） (7-3) 假设 

カナダ   (8-2) 加拿大 

かなり   (3-1) 相当，很 

かのうけい 可能形 (3-1) 可能式 

かのうせい 可能性 (4-1) 可能性 

かのじょ 彼女 (2-1) 她。女朋友 

カブトムシ   (1-2) 独角仙（虫） 

かぼちゃ   (7-2) 南瓜 

がまん（する） 我慢（する） (8-2) 忍耐，克制。饶恕，原谅 

がまんづよい 我慢強い (1-3) 忍耐力强，有耐性 

かみさま 神様 (7-3) （敬语）神。高手，能手 

かめのこうら 亀の甲羅 (2-3) 龟甲壳 

カラーテレビ   (1-2) 彩色电视机 

カラオケ・ボックス   (1-2) 卡拉 OK 包厢 

からくち 辛口 (3-2) 辣味儿。烈性的 

ガラズざいく ガラス細工 (2-3) 玻璃工艺品 

からだじゅう 体中 (2-2) 全身 

からだにわるい 体に悪い (3-3) 对身体不好 

カリキュラム   (8-1) （学校的）全部课程，必修课程 

かるく 軽く (7-2) 轻轻地。稍微。 

カレーこ カレー粉 (7-2) 咖喱粉 



かれし 彼氏 (6-2) 男朋友 

かわった～ 変わった～ (3-3) 不同的 

～かん ～観 (6-1) ～观 

ガン   (4-2) 枪，炮。喷枪，喷射器 

かんき 乾期 (2-1) 旱季 

かんきょう 環境 (4-2) 环境 

かんこう（する） 観光（する） (2-2) 观光，旅游 

かんこうきゃく 観光客 (2-1) 游客，观光客 

かんこうち 観光地 (2-1) 旅游地 

かんこく 韓国 (3-3) 韩国 

かんじゃ 患者 (7-3) 病人，患者 

かんしゃ（する） 感謝（する） (8-2) 感谢 

かんじゅせいゆたか（な） 感受性豊か（な） (1-3) 感受性丰富（的） 

かんじる 感じる (1-1) 感受，觉得。感动。铭记 

かんせい（する） 完成（する） (1-1) 完成 

かんそう 感想 (2-3) 感想 

かんとく 監督 (6-2) 监督（人）。导演。教练 

カンボジア   (2-1) 柬埔寨 

かんりしゅぎきょういく 管理主義教育 (8-3) 管理主义教育 

かんれん（する） 関連（する） (4-2) 关联，联系 

 
き    

きおく（する） 記憶（する） (1-2) 记忆。存储 

きおん 気温 (2-1) 气温 

ぎおんやまかさ 祇園山笠 (2-1) 祇园山笠庙会 

きがつく 気がつく (5-2) 注意到，察觉到。苏醒 

きがみじかい 気が短い (1-1) 性子急 

ききとる 聞き取る (3-1) 听见，听懂。询问，听取 

きく 菊 (3-3) 菊花 

きげん 起源 (2-3) 起源 

きこう 気候 (2-1) 气候 

きごう 記号 (1-3) 记号 

きこく（する） 帰国（する） (3-3) 回国 

きこん（しゃ） 既婚（者） (6-1) 已婚（者） 

ギザ   (2-2) 吉萨（埃及地名，位于开罗附近） 

きしゃ 記者 (1-1) 记者 

    



きずな   (6-3) （拴马，牛，犬等的）绳索。情义，情

谊。束缚 

きそ 基礎 (8-1) 基础 

きたい（する） 期待（する） (4-2) 期待 

きたえる   (8-2) 锻造。锻炼 

きちょうひん 貴重品 (2-2) 贵重物品 

きっかけ   (4-1) 机会，契机 

きづく 気づく (6-2) 发觉，觉察到。想起。苏醒 

きってもきれないそんざい 切っても切れない存在 (7-2) 密不可分的存在 

きつねいろ きつね色 (7-2) 黄褐色 

きにする 気にする (1-3) 介意，放在心上 

きになる 気になる (3-1) 担心，挂念 

きねんび 記念日 (6-2) 纪念日 

きのう（する） 機能（する） (4-3) 功能，作用 

キノコ   (7-1) 蘑菇，菌 

きぼう（する） 希望（する） (4-1) 希望 

きまり！ 決まり！ (1-2) 决定了！ 

きむずかしい 気難しい (1-3) 爱挑剔的，不好伺候的 

ぎもんし 疑問詞 (5-2) 疑问词 

キャッシュ・カード   (5-1) 提款卡 

きゅうグラバーてい 旧グラバー邸 (2-3) 旧克拉巴住宅 

きゅうこう 休講 (8-1) （学校，教师因故）停讲 

きゅうじつ 休日 (6-1) 休假日 

きゅうせい 旧姓 (1-1) 原来的姓 

きょうき 凶器 (5-1) 凶器 

きょうし 教師 (1-1) 教师 

きょうちょう（する） 強調（する） (7-3) 强调 

きょうちょうせいがない 協調性がない (1-3) 缺乏协调性 

きょうつう（する） 共通（する） (3-2) 共同 

きょうはくじょう 脅迫状 (5-3) 恐吓信 

きょうみぶかい 興味深い (3-2) 很有兴趣，颇有意思 

きょうよう 教養 (8-2) 教育。修养，教养，素养 

きらう 嫌う (7-1) 讨厌 

ギリシャ   (2-3) 希腊 

キリストきょう キリスト教 (1-3) 基督教 

きる 切る (3-3) 切，割，剪 

    



きれる 切れる (4-3) 断，中断，断绝。决口。用尽，卖光。

亏，不足。锋利。精明 

きろく（する） 記録（する） (5-1) 记录，记载 

きをつかう 気を使う (7-1) 用心，留神，顾虑，考虑 

ぎん 銀 (2-1) 银子 

きんえん 禁煙 (2-1) 禁止吸烟。戒烟 

きんこ 金庫 (5-1) 金库，保险柜。金融机关 

きんだいてき（な） 近代（的な） (2-3) 现代的 

きんちょう（する） 緊張（する） (7-2) 紧张 

きんべん（な） 勤勉（な） (3-2) 勤勉，勤劳，勤奋 

 
く    

グイグイひっぱる グイグイ引っ張る (6-1) 连着用劲拉 

クイズ   (3-3) 猜谜，智力测验 

ぐうぜん 偶然 (5-2) 偶然 

クーラー   (1-2) 冷气设备 

くうらん 空欄 (5-1) 空白栏，空白处 

くし   (2-3) 扦子 

くしだじんじゃ 櫛田神社 (2-1) 櫛田神社 

ぐたいてき（に） 具体的（に） (7-1) 具体地 

ぐち 愚痴 (6-2) 牢骚，抱怨，埋怨 

くちでは～といっても 口では～と言っても (7-3) 虽然嘴上说～ 

くちにあわない 口にあわない (3-1) 不合口味，不对口味 

クッキング   (7-1) 烹调，烹调法 

ぐっすりねむる ぐっすり眠る (7-2) 酣睡，睡得很熟 

くやしい 悔しい (1-3) 令人懊悔的，遗憾 

グラウンド   (8-2) 运动场，球场，操场，广场 

くらす 暮らす (4-1) 生活，过日子。度日，消磨岁月 

クラブ   (1-1) 俱乐部。（学校）小组活动 

くらべる 比べる (3-2) 比较 

くりかえし～（する） 繰り返し～（する） (1-1) 反复地，再三地 

クリケット   (2-3) 板球 

グループ   (4-3) 群，组。集团，团体 

くるしい 苦しい (7-3) 苦，痛苦。困难，艰苦。令人不快 

くるしむ 苦しむ (7-3) 痛苦，苦恼。费力，吃苦。难以⋯，苦

于⋯ 

 


