
中国語 ピンイン 韓国語 日本語

我的一天 나의 하루 私の一日
起床 qǐchuáng 일어나다 起きる

洗 xǐ 씻다 洗う

刷牙 shuāyá 이를 닦다 歯を磨く

穿 chuān 입다 着る

去 qù 가다 行く

来 lái 오다 来る

喝 hē 마시다 飲む

吃 chī 먹다 食べる

回 huí 돌아가다 帰る

看 kàn 보다 見る

听 tīng 듣다 聞く

读 dú 읽다 読む

写 xiě 쓰다 書く

洗澡 xǐzǎo 목욕하다 風呂に入る

收拾 shōushi 정리하다 片付ける

洗衣服 xǐyīfu 세탁하다 洗濯する

打扫 dǎsǎo 청소하다 掃除する

做菜 zuòcài 요리하다 料理する

学习 xuéxí 공부하다 勉強する

睡觉 shuìjiào 잠을 자다 寝る

醒 xǐng (잠에서) 깨다 目を覚ます

학교에서 学校で
桌子 zhuōzi 책상 机

椅子 yǐzi 의자 椅子

书 shū 책 本

本子 běnzi 노트 ノート

课本 kèběn 교과서 教科書

铅笔 qiānbǐ 연필 鉛筆

圆珠笔 yuánzhūbǐ 볼펜 ボールペン

橡皮 xiàngpí 지우개 消しゴム

尺子 chǐzi 자 物差し

笔盒 bǐhé 필통 筆箱

纸 zhǐ 종이 紙

剪刀 jiǎndāo 가위 ハサミ

胶水 jiāoshuǐ 풀 のり

黑板 hēibǎn 칠판 黒板

学校 xuéxiào 학교 学校

学生 xuésheng 학생 学生

作业 zuòyè 숙제 宿題

入学 rùxué 입학하다 入学

毕业 bìyè 졸업하다 卒業

教 jiāo 가르치다 教える

教室 jiàoshì 교실 教室

同学 tóngxué 학교 친구 学友

年级 niánjí 학년 学年

词典 cídiǎn 사전 辞書

在学校



回答 huídá 대답하다 答える

数学 shùxué 수학 数学

社会 shèhuì 사회 社会

体育 tǐyù 체육 体育

地理 dìlǐ 지리 地理

政治 zhèngzhì 정치 政治

科学 kēxué 과학 科学

化学 huàxué 화학 化学

物理 wùlǐ 물리 物理

美术 měishù 미술 美術

音乐 yīnyuè 음악 音楽

哲学 zhéxué 철학 哲学

历史 lìshǐ 역사 歴史

英语 Yīngyyǔ 영어 英語

韩语 Hányǔ 한국어 韓国語

日语 Rìyǔ 일본어 日本語

经济学 jīngjìxué 경제학 経済学

心理学 xīnlǐxué 심리학 心理学

法律 fálǜ 법률 法律

文学 wénxué 문학 文学

课 kè 수업 授業

老师 lǎoshī 선생님 先生

学 xué 배우다 学ぶ

知道 zhīdào 알다 知る

考试 kǎoshì 시험 試験

上学 shàngxué 등교하다 登校する

放学 fángxué 하교하다 下校する

上课 shàngkè 수업하다 授業する、授業に出る

下课 xiàkè 수업이 끝나다 授業が終わる

难 nán 어렵다 難しい

容易 róngyì 쉽다 簡単だ

听写 tīngxiě 받아쓰기 書き取り

背 bèi 외우다 覚える

회사에서 会社で
公司 gōngsī 회사 会社

贸易 màoyi 무역 貿易

工作 gōngzuò 일, 일하다 仕事、仕事する

找 zhǎo 찾다 探す

面试 miànshì 면접 面接

同事 tóngshì 동료 同僚

会议 huìyì 회의 会議

资料 zīliào 자료 資料

忙 máng 바쁘다 忙しい

上班 shàngbān 출근하다 出勤する

下班 xiàbān 퇴근하다 退勤する

加班 jiābān 야근하다, 잔업하다 残業する

出差 chūchāi 출장가다 出張する

累 lèi 피곤하다 疲れる

薪水 xīnshui 급료, 월급 給料

在公司



名片 míngpiàn 명함 名刺

参加 cānjiā 참가하다, 참석하다 参加する

联系 liánxì 연락하다 連絡する

打工 dǎgōng 아르바이트하다 アルバイトする

가족과 친족 家族、親戚
爷爷 yéye 할아버지 お祖父さん

奶奶 nǎinai 할머니 お祖母さん

父母 fùmǔ 부모 両親

爸爸 bàba 아버지, 아빠 お父さん

妈妈 māma 어머니, 엄마 お母さん

兄弟 xiōngdì 형제 兄弟

哥哥 gēge 형, 오빠 お兄さん

姐姐 jiějie 누나, 언니 お姉さん

弟弟 dìdi 남동생 弟

妹妹 mèimei 여동생 妹

亲戚 qīnqi 친척 親戚

儿子 érzi 아들 息子

女儿 nǚér 딸 娘

朋友 péngyou 친구 友だち

男朋友 nánpéngyou 남자친구 彼氏

女朋友 nǚpéngyou 여자친구 彼女

丈夫 zhàngfu 남편 夫

妻子 qīzi 아내 妻

신체와 외모 身体と外見
身体 shēntǐ 몸 体

头 tóu 머리 頭

脸 liǎn 얼굴 顔

大 dà 크다, 나이가 많다 大きい

小 xiǎo 작다, 어리다 小さい

眼睛 yǎnjing 눈 目

鼻子 bízi 코 鼻

个子 gèzi 키 身長

高 gāo 높다,(키가)크다 高い

矮 ǎi 낮다,(키가)작다 低い

头发 tóufa 머리카락 髪の毛

手 shǒu 손 手

脚 jiǎo 발 足

身高 shēngāo 키 身長

体重 tǐzhòng 몸무게, 체중 体重

胖 pàng 뚱뚱하다 太っている

瘦 shòu 마르다, 날씬하다 痩せている

可爱 kěài 귀엽다 可愛い

漂亮 piàoliang 예쁘다 綺麗

帅 shuài 잘생기다 イケメンだ

酷 kù 멋지다, 멋있다 カッコいい

감정 情感

家人、亲戚

身体、外貌

感觉



高兴 gāoxìng 기쁘다 嬉しい

快乐 kuàilè 즐기다 楽しい

有意思 yǒuyìsi 재미있다 面白い

希望 xīwàng 희망하다 望む

喜欢 xǐhuan 좋아하다 好き

满意 mǎnyì 만족스럽다 満足する

感动 gǎndòng 감동하다 感動する

幸福 xìngfú 행복하다 幸せだ

寂寞 jìmò 외롭다 淋しい

害怕 hàipà 무섭다 怖い

讨厌 tǎoyàn 싫어하다 嫌う

后悔 hòuhuǐ 후회하다 後悔する

担心 dānxīn 걱정하다 心配する

难受 nánshòu 괴롭다 苦しい、つらい

伤心 shāngxīn 속상하다 傷つく

不好意思 bùhǎoyìsi 미안하다, 부끄럽다 すまなく思う、恥ずかしい

吃惊 chījīng 놀라다 驚く

生气 shēngqì 화내다 怒る

紧张 jǐngzhāng 긴장하다 緊張する

无聊 wúliáo 심심하다, 재미없다 退屈だ、面白くない

羡慕 xiànmù 부럽다 羨ましい

성격 性格
性格 xìnggé 성격 性格

谦虚 qiānxū 겸손하다 謙遜する

自私 zìsī 이기적이다 自分勝手だ

亲切 qīnqiè 친절하다 親切だ

严格 yángé 엄격하다 厳格だ

诚实 chéngshí 성실하다 誠実だ

懒 lǎn 게으르다 面倒だ

活泼 huópo 활발하다 活発だ

害羞 hàixiū 부끄러워하다 恥ずかしく思う

礼貌 lǐmào 예의 바르다 礼儀正しい

聪明 cōnming 똑똑하다, 지혜롭다 賢い

笨 bèn 멍청하다 馬鹿だ

인생 人生
人生 rénshēng 인생 人生

出生 chūshēng 태어나다 生まれる

孩子 háizi 아이 子ども

年轻 niánqīng 젊다 若い

成人 chéngrén 어른, 성인 成人

老人 lǎorěn 노인 老人

年龄 niánlíng 나이 年齢

一辈子 yíbèizi 일생, 평생 一生

谈恋爱 tánliàn'ài 연애하다 恋愛する

爱 ài 사랑하다 愛する

结婚 jiéhūn 결혼하다 結婚する

怀孕 huáiyùn 임신하다 妊娠する

去世 qùshì 죽다 死ぬ

性格

人生



葬礼 zànglǐ 장례 葬儀

계절과 날씨 季節と天気
季节 jìjié 계절 季節

春天 chūntiān 봄 春

夏天 xiàtiān 여름 夏

秋天 qiūtiān 가을 秋

冬天 dōngtiān 겨을 冬

天气 tiānqì 날씨 天気

晴天 qíngtiān 맑은 날 晴れ

阴天 yīntiān 흐린 날 曇り

下雨 xiàyǔ 비가 내리다 雨が降る

下雪 xiàxuě 눈이 내리다 雪が降る

刮风 guāfēng 바람이 불다 風が吹く

雨伞 yǔsǎn 우산 傘

天气预报 tiānqìyùbào 일기예보 天気予報

气温 qìwēn 기온 気温

暖和 huǎnhuo 따뜻하다 暖かい

热 rè 덥다 暑い

凉快 liángkuai 선선하다 涼しい

冷 lěng 춥다 寒い

空气 kōngqì 공기 空気

동물과 식물 動物と植物
动物 dòngwù 동물 動物

狗 gǒu 개 犬

猫 māo 고양이 猫

鸡 jī 닭 鶏

牛 niú 소 牛

马 mǎ 말 馬

猪 zhū 돼지 豚

鸟 niǎo 새 鳥

鱼 yú 물고기, 생선 魚

虫子 chóngzi 벌레 虫

植物 zhīwù 식물 植物

自然 zìrán 자연 自然

宠物 chǒngwù 반려동물 ペット

养 yǎng 키우다 飼う

飞 fēi 날다 飛ぶ

只 zhī ～마리 ～匹

树 shù 나무 木

种 zhòng 심다 植える

山 shān 산 山

河 hé 강 川

森林 sēnlín 숲 森

蚊子 wénzi 모기 蚊

苍蝇 cāngying 파리 ハエ

蚂蚁 mǎyǐ 개미 アリ

樱花 yīnghuā 벚꽃 桜

季节和天气

动物和植物



집 家
家 jiā 집, 가정, 집안 家、家庭

房子 fángzi 집, 건물 家、建物

公寓 gōngyù 아파트 マンション

住 zhù 살다, 머물다 住む

搬家 bānjiā 이사하다 引っ越す

房东 fángdōng 집주인 家主、大家さん

地址 dìzhǐ 주소 住所

厨房 chúfáng 부억 台所

洗手间 xǐshǒujiān 화장실 トイレ

客厅 kètīng 거실 居間

房间 fángjiān 방 部屋

沙发 shāfā 소파 ソファー

床 chuáng 침대 ベッド

门 mén 문, 현관 門、玄関

窗户 chuānghu 창, 창문 窓

开 kāi 열다 開ける

关 guān 닫다 閉める

식생활 食生活
米饭 mǐfàn 밥 ご飯

面条 miàntiáo 면, 국수 麺

面包 miànbāo 빵 パン

菜 cài 음식 ご飯

筷子 kuàizi 젓가락 箸

饺子 jiǎozi 교자, 만두 餃子

火锅 huǒguō 샤브샤브 鍋

汤 tāng 탕, 국 汁、スープ

粥 zhōu 죽 お粥

鸡蛋 jīdàn 계란 玉子

牛肉 niúròu 소고기 牛肉

蔬菜 shūcài 야채, 채소 野菜

水果 shuǐguǒ 과일 果物

矿泉水 kuàngquánshuǐ 생수 水

餐巾纸 cānjīnzhǐ 냅킨 ナプキン

尝 cháng 맛보다 味を見る

茶 chá 차 お茶

放 fàng 넣다 入れる

炒 chǎo 볶다 炒める

味道 wèidao 맛 味

打包 dábāo 테이크아웃하다 テイクアウトする

苹果 píngguǒ 사과 リンゴ

梨子 lízi 배 梨

桃子 táozi 복숭아 桃

西瓜 xīguā 수박 スイカ

草莓 cǎoméi 딸기 イチゴ

橘子 júzi 귤 みかん

葡萄 pútáo 포도 ブドウ

香蕉 xiāngjiāo 바나나 バナナ

菠萝 bōluó 파인애플 パイナップル

家

饮食习惯



橙子 chéngzi 오렌지 オレンジ

芒果 mángguǒ 망고 マンゴー

榴莲 liúlián 두리안 ドリアン

土豆 tǔdòu 감자 ジャガイモ

洋葱 yángcōng 양파 玉ねぎ

胡萝卜 húluóbo 당근 ニンジン

白菜 báicài 배추 白菜

黄瓜 huángguā 오이 キュウリ

辣椒 làjiāo 고추 とうがらし

蒜 suàn 마늘 ニンニク

葱 cōng 파 ねぎ

南瓜 nánguā 호박 カボチャ

蘑菇 mógu 버섯 きのこ

萝卜 luóbo 무 大根

番茄 fānqié 토마토 トマト

卷心菜 juǎnxīncài 양배추 キャベツ

茄子 qiézi 가지 ナス

油菜 yóucài 청경채 チンゲン菜

香菜 xiāngcài 고수풀 パクチー

金枪鱼 jīnqiāngyú 참치 マグロ、ツナ

鲑鱼 guīyú 연어 サケ

青花鱼 qīnghuāyú 고등어 サバ

偏口鱼 piānkǒuyú 광어 ヒラメ

鳗鱼 mányú 장어 うなぎ

螃蟹 pángxiè 게 カニ

虾 xiā 생수 エビ

鱿鱼 yóuyú 오징어 イカ

章鱼 zhāngyú 문어, 낙지 タコ

紫菜 zǐcài 김 海苔

海参 hǎishēn 해삼 ナマコ

牛奶 niúnǎi 우유 牛乳

咖啡 kāfēi 커피 コーヒー

果汁 guǒzhī 주스 ジュース

可乐 kělè 콜라 コーラ

啤酒 píjiǔ 맥주 ビール

红酒 hóngjiǔ 와인 ワイン

烧酒 shāojiǔ 소주 焼酎

白酒 báijiǔ 백주(중국 술) 白酒

好吃 hǎochī 맛있다 美味しい

酸 suān 시다 酸っぱい

甜 tián 달다 甘い

苦 kǔ 쓰다 苦い

辣 là 맵다 辛い

咸 xián 짜다 塩辛い、しょっぱい

清淡 qīngdàn 담백하다 淡白だ、薄味

油腻 yóunì 느끼하다 油っこい

옷과 미용 衣服と美容
衣服 yīfu 옷 服

穿 chuān 입다, 신다 着る、穿く

衣服和美容



脱 tuō 벗다 脱ぐ

裤子 kùzi 바지 ズボン

牛仔裤 niúzǎikù 청바지 ジーンズ

裙子 qúnzi 치마 スカート

衬衫 chènshān 셔츠 シャツ

毛衣 máoyī 스웨터 セーター

鞋 xié 신발 靴

运动鞋 yùndòngxié 운동화 運動靴

皮鞋 píxié 구두 革靴

内衣 nèiyī 속옷 下着

袜子 wàzi 양말 靴下

钱包 qiánbāo 지갑 財布

戴 dài (반지, 시계, 장갑을)끼다,차다つける、はめる、かぶる
眼镜 yǎnjìng 안경 眼鏡

手表 shǒubiǎo 손목시계 腕時計

化妆品 huàzhuāngpǐn 화장품 化粧品

白色 báisè 하양색 白色

黑色 hēisè 검정색 黒色

红色 hóngsè 빨강색 赤色

绿色 lǜsè 초록색 緑色

蓝色 lánsè 파랑색 青色

紫色 zǐsè 보라색 紫色

粉红色 fěnhóngsè 핑크색 ピンク色

黄色 huángsè 노랑색 黄色

棕色 zōngsè 갈색 茶色

灰色 huīsè 회색 灰色

金色 jīnsè 금색 金色

银色 yínsè 은색 銀色

쇼핑 ショッピング
买 mǎi 사다 買う

东西 dōngxi 물건 もの

买东西 mǎi dōngxi 쇼핑하다 買い物する

钱 qián 돈 お金

要 yào 원하다 欲しい

多少钱 duōshao qián 얼마입니까? いくらですか？

块（元） kuài (yuán) 원(중국 화폐 단위) 元（人民元）

一共 yígòng 전부, 모두 全部で

交 jiāo 건네다 渡す

找 zhǎo 거슬러주다 お釣りを返す

刷卡 shuākǎ 카드로 계산하다 カード決済する

价钱 jiàqián 값, 가격 価格

便宜 piányi (값이) 싸다 安い

贵 guì (값이) 비싸다, 높다 高い

逛街 guànjiē 아이쇼핑 하다 街をぶらぶらする

商店 shāngdiàn 상점, 매장 商店、店

百货商店 bǎihuò shāngdiàn 백화점 百貨店

市场 shìchǎng 시장 市場

打折 dǎzhé 세일하다 セールする

换 huàn 바꾸다, 교환하다 交換する

买东西



교통 交通
交通 jiāotōng 교통 交通

汽车 qìchē 자동자 自動車

坐 zuò (버스, 지하철을) 타다, 탑승하다(バス、地下鉄に）乗る、座る
公共汽车 gōnggòngqìchē 버스 バス

地铁 dìtiě 지하철 地下鉄

出租车 chūzūchē 택시 タクシー

骑 qí (자전거, 오토바이를) 타다 （自転車、オートバイに）乗る

自行车 zìxíngchē 자전거 自転車

近 jìn 가깝다 近い

远 yuǎn 멀다 遠い

快 kuài 빠르다 速い

慢 màn 느리다 遅い

站 zhàn 역, 정류장 駅、停留所

红绿灯 hónglǜdēng 신호등 信号

过马路 guò mǎlù 길을 건너다 道を渡る

走 zǒu 걷다 歩く

跑 pǎo 달리다, 뛰다 走る

拐 guǎi 구부러지다 曲がる

停 tíng 멈추다, 세우다 停まる

换车 huànchē 갈아타다, 환승하다 乗り換える

下车 xiàchē (차에서) 내리다, 하차하다 （車から）降りる

地图 dìtú 지도 地図

飞机 fēijī 비행기 飛行機

船 chuán 배 船

摩托车 mótuōchē 오토바이 オートバイ

救护车 jiùhùchē 구급차 救急車

消防车 xiāofángchē 소방차 消防車

银行､邮局､超市 은행,우체국,마트 銀行､郵便局､スーパー
银行 yínháng 은행 銀行

信用卡 xìnyòngkǎ 신용카드 クレジットカード

邮局 yóujú 우체국 郵便局

邮票 yóupiào 우표 切手

贴 tiē 붙이다 貼る

超市 chāoshì 마트 スーパー

便利店 biànlìdiàn 편의점 コンビニ

买一送一 mǎiyīsòngyī 1+1(원 플러스 원) 1つお買い上げごとに１つ進呈

会员卡 huìyuánkǎ 회원카드 会員カード

袋子 dàizi 봉지, 봉투 袋

병원에서 病院で
医院 yīyuàn 병원 病院

住院 zhùyuàn 입원하다 入院する

出院 chūyuàn 퇴원하다 退院する

医生 yīshēng 의사 医者

护士 hùshi 간호사 看護師

病 bìng 병, 질병 病気

交通

在医院



不舒服 bù shūfu 컨디션이 별로다 体調が悪い

受伤 shòushāng 부상당하다 ケガをする

疼 téng 아프다 痛い

感冒 gǎnmào 감기, 감기에 걸리다 風邪、風邪を引く

流感 liúgǎn 독감 インフルエンザ

发烧 fāshāo 열이 나다 熱が出る

药 yào 약 薬

咳嗽 késou 기침이 나다 咳が出る

健康 jiànkāng 건강하다 健康

汗 hàn 땀 汗

骨折 gǔzhé 부러지다 骨折

虫牙 chóngyá 충치 虫歯

烧伤 shāoshāng 화상 火傷

过敏 guòmǐn 알레르기 アレルギー

痒 yǎng 가렵다, 간지럽다 痒い

여행 旅行
旅行 lǚxíng 여행하다 旅行する

风景 fēngjíng 경치, 풍경 風景

预定 yùdìng 예약하다 予約する

酒店 jiǔdiàn 호텔 ホテル

住 zhù 목다, 숙박하다 住む、泊まる

名胜古迹 míngshènggǔjì 명승고적 名所旧跡

游客 yóukè 여행객 旅行客

暑假 shǔjià 여름방학 夏休み

寒假 hánjià 겨을방학 冬休み

国外 guówài 해외 国外

国内 guónèi 국내 国内

中国 Zhōngguó 중국 中国

美国 Měiguó 미국 アメリカ

英国 Yīngguó 영국 イギリス

法国 Fǎguó 프랑스 フランス

德国 Déguǒ 독일 ドイツ

意大利 Yìdàlì 이탈리아 イタリア

日本 Rìběn 일본 日本

韩国 Hánguó 한국 韓国

공항에서 空港で
机场 jīchǎng 공항 空港

护照 hùzhào 여권 パスポート

出发 chūfā 출발하다 出発する

到达 dàodá 도착하다 到着する

外国人 wǎiguórén 외국인 外国人

行李 xínglí 짐 荷物

旅游 lǚyóu 여행하다 旅行する

免税店 miànshuìdiàn 면세점 免税店

耳机 ěrjī 이어폰 イヤホン

취미 趣味

旅行

在机场

爱好



爱好 àihào 취미 趣味

钢琴 gāngqín 피아노 ピアノ

弹 tán 연주하다, 치다 弾く、演奏する

吉他 jítā 기타 ギター

电影 diànyǐng 영화 映画

电视 diànshì 텔레비전 テレビ

电子游戏 diànzǐ yóuxì 게임 ゲーム

画 huà (그림을) 그리다 描く

拍照 pāizhào 사진을 찍다 写真を撮る

照片 zhàopiàn 사진 写真

照相机 zhàoxiàngjī 카메라 カメラ

看书 kànshū 책을 보다 本を読む

跳舞 tiàowǔ 춤추다 ダンスを踊る

운동,스포츠 運動、スポーツ
运动 yùndòng 운동 運動

打 dǎ 하다, 치다 （運動）する､（ボールを）打つ

乒乓球 pīngpāngqiú 탁구 卓球

棒球 bàngqiú 야구 野球

网球 wǎngqiú 테니스 テニス

篮球 lánqiú 농구 バスケットボール

游泳 yóuyǒng 수영 水泳

踢 tī 차다 （ボールを）蹴る

足球 zúqiú 축구 サッカー

赢 yíng 이기다, 승리하다 勝つ

输 shū 지다, 패하다 負ける

奥运会 àoyùnhuì 올림픽 オリンピック

컴퓨터 コンピューター
电脑 dàinnǎo 컴퓨터 パソコン

优盘 yōupán USB USBメモリー

下载 xiàzài 다운로드 ダウンロード

无线网 wúxiànwǎng 와이파이 Wi-Fi

密码 mìmǎ 비밀번호 パスワード

搜索 sōusuǒ 검색하다 検索する

鼠标 shǔbiāo 마우스 マウス

电子邮件 diànzǐyóujiàn 메일 メール

전화,스마트폰 電話､スマートフォン
电话 diànhuà 전화 電話

手机 shǒujī 핸드폰 携帯電話

电话号码 diànhuàhàomǎ 전화번호 電話番号

打 dǎ (전화를) 걸다 （電話を）かける

短信 duǎnxìn 메시지 メッセージ

充电 chōngdiàn 충전하다 充電する

输入 shūrù 입력하다 入力する

시간과 방향 時間と方向
时间 shíjiān 시간 時間

运动

电脑､网络

电话､手机

时间和方向



点 diǎn ～시 ～時

分 fēn ～분 ～分

秒 miǎo ～초 ～秒

几点 jǐ diǎn 몇시 何時

早上 zǎoshang 아침 朝

上午 shàngwǔ 오전 午前

中午 zhōngwǔ 정오 正午

下午 xiàwǔ 오후 午後

晚上 wǎnshang 저녁 晩、夜

上（边） shàng(bian) 위(쪽) 上

下（边） xià(bian) 아래(쪽) 下

右（边） yòu(bian) 오른쪽 右

左（边） zuǒ(bian) 왼쪽 左

前（边） qián(bian) 앞(쪽) 前

后（边） hòu(bian) 뒤(쪽) 後ろ

里（边） lǐ(bian) 안, 속 中

外（边） wài(bian) 바깥쪽 外

旁边 pángbiān 옆 横

날짜 日時
今天 jīntiān 오늘 今日

昨天 zuótiān 어제 昨日

前天 qiāntiān 그저께 一昨日

明天 míngtiān 내일 明日

后天 hòutiān 모레 明後日

星期一 xīngqī yī 월요일 月曜日

星期二 xīngqī èr 화요일 火曜日

星期三 xīngqī sān 수요일 水曜日

星期四 xīngqī sì 목요일 木曜日

星期五 xīngqī wǔ 금요일 金曜日

星期六 xīngqī liù 토요일 土曜日

星期天 xīngqī tiān 일요일 日曜日

上个月 shàngge yuè 지난달 先月

下个月 xiāge yuè 다음달 来月

上个星期 shàngge xīngqī 지난주 先週

下个星期 xiàge xīngqī 다음주 来週

这个星期 zhège xīngqī 이번주 今週

日常生活的动词 일상생활의 동사 日常生活の動詞
做 zuò 하다 する

说 shuō 말하다 言う

问 wèn 묻다 聞く

教 jiāo 가르치다 教える

站 zhàn 서다 立つ

坐 zuò 않다 座る

等 děng 기다리다 待つ

进 jìn 들어가다 入る

放 fàng 넣다, 놓다 入れる、置く

给 gěi 주다 与える

接 jiē 받다 もらう

日子



买 mǎi 사다 買う

卖 mài 팔다 売る

借 jiè 빌리다 借りる

出 chū 나가다, 나오다 出る

形容词､副词､介词 형용사,부사,전치사 形容詞､副詞､前置詞
好 hǎo 좋다 良い

贵 guì 비싸다 高い

便宜 piányi 싸다 安い

快 kuài 빠르다 速い

慢 màn 늦다 遅い

重 zhòng 무겁다 重い

轻 qīng 가볍다 軽い

多 duō 많다 多い

少 shǎo 적다 少ない

长 cháng 길다 長い

短 duǎn 짧다 短い

强 qiáng 강하다, 힘세다 強い

弱 ruò 약하다 弱い

高兴 gāoxìng 기쁘다 嬉しい

远 yuǎn 멀다 遠い

近 jìn 가깝다 近い

新 xīn 새롭다 新しい

旧 jiù 오래되다 古い

粗 cū 굵다, 거칠다 （棒状のものが）太い､（粒や目が）粗い

细 xì 가늘다 （棒状のものが）細い

干净 gānjìng 깨끗하다 きれい（清潔だ）

脏 zāng 더럽다 汚い

很 hěn 매우 とても

非常 fēicháng 굉장히 非常に

真 zhēn 진짜 本当に

양사와 접속사 量詞と接続詞
个 ge ～명,～개 ～名、～個

本 běn ～권 ～冊

只 zhī ～마리 ～匹

张 zhāng ～장 ～枚

件 jiàn ～벌～건 ～着、～件

杯 bēi ～잔 ～杯

次 cì ～번 ～回

但是 dànshì 하지망 しかし

所以 suǒyǐ 그래서 だから

因为 yīnwèi 왜냐하면 なぜなら

而且 érqiě 게다가 それに

或者 huòzhě ～이거나, ～든지 あるいは、～だったり

如果 rúguǒ 만일, 만약 もしも

虽然 suīrán 비록～하지만 たとえ～であっても

不过 búguò 그런데, 그러나 しかし

量词和连词



대명사와 의문사 代名詞と疑問詞
我 wǒ 나 私、僕

我们 wǒmen 우리 私たち

你 nǐ 너, 자네, 당신 あなた、君

您 nín 당신, 귀하 あなた、あなた様

他 tā 그, 그사람 彼

她 tā 그녀 彼女

它 tā 그, 저, 그것, 저것 それ

这 zhè 이, 이것 これ

那 nà 저, 저것 あれ

每 měi 매～,～마다 毎～、～度に

大家 dàjiā 여러분, 모두 みなさん

自己 zìjǐ 자신, 자기 自分、自身

谁 shéi 누구 誰

什么时候 shénme shíhou 언제 いつ

哪儿 nǎr 어디 どこ

什么 shénme 무엇 なに

怎么 zěnme 어떻게 どのように

为什么 wèishénme 왜 なぜ

几 jǐ 몇(10이하의 작은 수) 何（10以下の数字）

숫자 数字
一 yī 일 一

二 èr 이 二

三 sān 삼 三

四 sì 사 四

五 wǔ 오 五

六 liù 육 六

七 qī 칠 七

八 bā 팔 八

九 jiǔ 구 九

十 shí 십 十

百 bǎi 백 百

千 qiān 천 千

万 wàn 만 万

一个 yí ge 한 개 一個

两个 liǎng ge 두 개 二個

三个 sān ge 세 개 三個

四个 sì ge 네 개 四個

五个 wǔ ge 다섯 개 五個

六个 liù ge 여섯 개 六個

七个 qī ge 일곱 개 七個

八个 bā ge 여덟 개 八個

九个 jiǔ ge 아홉 개 九個

十个 shí ge 열 개 十個

大⇔小 크다⇔작다 买⇔卖 사다⇔팔다

代词和疑问词

数字

参考



多⇔少 많다⇔적다 教⇔学 가르치다⇔배우다

长⇔短 길다⇔짧다 去⇔来 가다⇔오다

高⇔矮 높다⇔낮다 喜欢⇔讨厌 좋아하다⇔싫어하다

贵⇔便宜 비싸다⇔싸다 赢⇔输 이기다⇔지다

快⇔慢 빠르다⇔늦다 开始⇔结束 시작하다⇔끝나다

重⇔轻 무겁다⇔가볍다 推⇔拉 밀다⇔당기다

强⇔弱 강하다⇔약하다 开⇔关 열다⇔닫다

远⇔近 멀다⇔가깝다 脱⇔穿 벗다⇔입다

冷⇔热 춥다⇔덥다 进化⇔退化 진화⇔퇴화
遠い⇔近い 脱ぐ⇔着る

冷たい⇔熱い 進化⇔退化

速い⇔遅い 始まる⇔終わる

重い⇔軽い 押す⇔引く

強い⇔弱い 開ける⇔閉める

長い⇔短い 行く⇔来る

高い⇔低い 好き⇔嫌い

高い⇔安い 勝つ⇔負ける

大きい⇔小さい 買う⇔売る

多い⇔少ない 教える⇔学ぶ


