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４級単語リスト① 

動詞 動作 名詞 人物・身体 

摆 
băi 並べる、陳列す

る 
爸爸 

bàba 
父(=父亲) 

办 bàn する、処理する 表情 biăoqíng 表情 

帮忙 bāngmáng 手伝う、助ける 初中生 chūzhōngshēng 中学生 

背 bèi 暗唱する 导游 dăoyóu 旅行のガイド 

比较 bĭjiào 比較する 弟弟 dìdi 弟 

表扬 biăoyáng 褒める 肚子 dùzi 腹 

参观 cānguān 参観・見学する 儿子 érzi 息子 

参加 cānjiā 参加する 包子 bāozi (中にあんの入った)饅頭 

查 chá 調べる、検査す

る 
耳朵 

ěrduo 
耳 

尝 cháng 味わう 哥哥 gēge 兄 

唱歌 chànggē 歌を歌う 歌手 gēshǒu 歌手 

吃 chī 食べる 个子 gèzi 背丈 

迟到 chídào 遅刻する 公务员 gōngwùyuán 公務員 

抽烟 chōuyān たばこを吸う 孩子 háizi 子供(=小孩) 

出差 chūchāi 出張する 护士 hùshi 看護師 

出发 chūfā 出発する 画家 huàjiā 画家 

出门 chūmén 外出する 家人 jiārén 家族 

出生 chūshēng 生まれる 家庭主妇 jiātíngzhǔfù 主婦 

打球 dăqiú 球技をする 姐姐 jiějie 姉 

助動詞 精神 jīngshén 精神 

得 děi 
～しなければな

らない 

来历 láilì 来歴、由来 

老师 lăoshī 先生(=教师) 

该 gāi ～すべきである 理想 lĭxiăng 理想 

会 huì ～できる(習得) 留学生 liúxuéshēng 留学生 

可以 kěyĭ ～できる(許可) 妹妹 mèimei 妹 

能 néng 
～できる(能力や

条件) 

梦 mèng 夢 

名字 míngzi 名前 

想 xiăng ～したい 母亲 mǔqin 母(=妈妈) 

要 yào 

～したい、～し

なければならな

い 

奶奶 năinai 
(父方の)祖母  (母

方の)祖母=姥姥 

应该 yīnggāi ～すべきである 女儿 nǚér 娘 

准备 zhǔnbèi 
～するつもりで

ある 

朋友 péngyou 友人 

人口 rénkǒu 人口 
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４級単語リスト② 

名詞 人物・身体名詞 動詞 動作 

身体 shēntĭ 身体 

打 dă 

(文字を)入力する 

生日 shēngri 誕生日 (電話を)かける 

岁数 suìshu 年齢、年 (傘を)さす 

同学 tóngxué 同級生 打工 dăgōng アルバイトをする 

头发 tóufa 髪の毛 打扫 dăsăo 掃除をする 

小姐 xiăojiě 
～さん(若い女性の呼称) 带 dài 持つ、携帯する 

当 dāng ～になる、～を務める 

小学生 xiăoxuésh

ēng 

小学生 到达 dàodá 到着する 

姓名 xìngmíng 名字と名前 钓鱼 diàoyú 魚を釣る 

眼睛 yănjing 目 锻炼 duànliàn 鍛える 

爷爷 yéye 
(父方の)祖父  (母方の)

祖父=姥爷 

访问 făngwèn 訪問する 

放 fàng 置く 

医生 yīshēng 医者(=大夫) 放假 fàngjià 休みになる 

运动员 yùndòngyu

án 

運動選手 
服务 fúwù サービスする 

丈夫 zhàngfu 夫 干杯 gānbēi 乾杯する 

自己 zìjĭ 自分 感冒 gănmào 風邪をひく 

代詞 人称 给 gěi 与える、くれる 

大家 dàjiā みんな 工作 gōngzuò 働く、仕事をする 

咱们 zánmen (聞き手を含む)私たち 刮风 guāfēng 風が吹く 

代詞 指示 挂 guà 掛ける、ひっかける 

不那么 búnàme それほど～でない 关 guān 閉める、(スイッチを)切

る 

每 měi それぞれ    

没那么 méinàme それほど～でない 助詞 

那么 nàme 
あ(そ)んなに、あ(そ)のよ

うに 

吧 ba だろう、しよう 

得 de 
動詞の後ろに付いて補

語を導く 
那儿・那里 nàr・nàli そこ、あそこ 

那样 nàyang 
あ(そ)のように、あ(そ)の

ような 

的 de 連体修飾語を作る 

地 de 連用修飾語を作る 

这么 zhème こんなに、このように 

过 guo ～したことがある 

了 le ～した(完了・変化)、強

調 

这儿 zhèr ここ 吗 ma 疑問を表す 
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这样 zhèyang このように、このような 
呢 ne 疑問、進行を表す 

着 zhe ～している(持続) 

            ４級単語リスト③ 

名詞（衣食住） 形容詞 対義語 

白酒 báijiǔ 白酒(蒸留酒の総称) 饱 băo 満腹である 

冰箱 bīngxiāng 冷蔵庫 饿 è 空腹である 

玻璃 bōli ガラス 长 cháng 長い 

菜单 càidān メニュー 短 duăn 短い 

餐厅 cāntīng レストラン 大 dà 大きい、年上 

炒饭 chăofàn チャーハン 小 xiăo 小さい、年下 

衬衫 chènshān ワイシャツ 多 duō 多い 

床 chuáng ベッド 少 shăo 少ない 

窗户 chuānghu 窓 干净 gānjìng きれいである 

大门 dàmén 正門 脏 zāng 汚い 

蛋糕 dàngāo カステラ、ケーキ 高 gāo (背が)高い 

点心 diănxin おやつ 矮 ăi (背が)低い 

电脑 diànnăo パソコン 快 kuài (速度が)速い 

电视 diànshì テレビ 慢 màn (速度が)遅い 

豆腐 dòufu 豆腐 老 lăo 年をとっている 

饭菜 fàncài ご飯とおかず 年轻 niánqīng 若い 

饭团 fàntuán おにぎり 难 nán 難しい 

房间 fángjiān 部屋 容易 róngyì 簡単である 

盒饭 héfàn 弁当 胖 pàng 太っている 

黄瓜 huánggua キュウリ 瘦 shòu やせている 

花茶 huāchá 

ジャスミン茶など、

花の香りをつけたお

茶 

热 rè 暑い 

冷 lěng 寒い 

火腿 huǒtuǐ ハム 深 shēn 深い 

红茶 hóngchá 紅茶 浅 qiăn 浅い 

红酒 hóngjiǔ ワイン 新 xīn 新しい 

鸡蛋 jīdàn (ニワトリの)卵 旧 jiù 古い 

家务 jiāwù 家事 远 yuăn 遠い 

饺子 jiăozi ギョーザ 近 jìn 近い 

戒指 jièzhi 指輪 早 zăo (時刻が)早い 

咖啡 kāfēi コーヒー 晚 wăn (時刻が)遅い 

烤鸭 kăoyā アヒルの丸焼き 不定量詞 

可乐 kělè コーラ (一)点儿 (yì)diănr 少し 

客厅 kètīng 応接間 (一)些 (yì)xiē 少し 
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             ４級単語リスト④ 

動量詞 名詞（衣食住） 

遍 biàn 
最初から最後まで

一通りの回数 

空儿 kòngr 暇 

空调 kōngtiáo エアコン 

次 cì 動作の回数 口味 kǒuwèi 味 

回 huí 事柄や動作の回数 裤子 kùzi ズボン 

下 xià 瞬間的動作の回数 快餐 kuàicān ファストフード 

副詞 筷子 kuàizi 箸 

别 bié ～するな 矿泉水 kuàngquánshuǐ ミネラルウォーター 

比较 bǐjiào 比較的、わりに 连衣裙 liányīqún ワンピース 

不 bù ～ない 料理 liàolǐ 処理・きりもりする 

不太 bútài あまり～ない 淋浴 línyù シャワー(を浴びる) 

不要 búyào ～するな 绿茶 lǜchá 緑茶 

不怎么 bùzěnme そんなに～でない 馒头 mántou マントー、中国式蒸しパ

ン 

才 cái やっと 毛巾 máojīn タオル 

曾经 céngjīng かつて 毛衣 máoyī セーター 

常常 chángcháng しょっちゅう 帽子 màozi 帽子 

从来 cónglái これまで 米饭 mǐfàn 米飯 

大概 dàgài たぶん 面包 miànbāo パン 

大约 dàyuē 大体、おおよそ 面条 miàntiáo 麺類 

当然 dāngrán 当然 牛奶 niúnăi 牛乳 

到底 dàodǐ ついに、一体 啤酒 píjiǔ ビール 

的确 díquè 確かに 皮鞋 píxié 革靴 

都 dōu 全て 苹果 píngguǒ リンゴ 

非常 fēicháng 非常に 旗袍 qípáo チャイナドレス 

刚 gāng ～したばかりだ 钱包 qiánbāo 財布 

根本 gēnběn 全く 墙 qiáng 壁、塀 

更 gèng さらに、いっそう 巧克力 qiăokèlì チョコレート 

更加 gèngjiā さらに、ますます 裙子 qúnzi スカート 

还 hái 
まだ、まあまあ、

さらに 

日子 rìzi 日、暮らし 

三明治 sānmíngzhì サンドイッチ 

很 hěn とても 沙发 shāfā ソファー 

忽然 hūrán 突然 扇子 shànzi 扇子 

互相 hùxiāng 互いに 生活 shēnghuó 生活 

仅仅 jǐnjǐn わずかに 时间 shíjiān 時間 
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４級単語リスト⑤ 

名詞（衣食住） 名量詞 

食堂 shítáng 食堂 包 bāo 包んだものを数える 

手表 shǒubiăo 腕時計 
场 chăng 

映画などの上演回数を数

える 
寿司 shòusī 寿司 

书包 shūbāo かばん 分 fēn 1 毛の 1/10 

水果 shuǐguǒ 果物 封 fēng 手紙を数える 

水饺 shuǐjiăo 水ギョーザ 
个 ge 

人や物など、特定の量詞

がないもの 
调料 tiáoliào 調味料 

袜子 wàzi 靴下 公斤 gōngjīn キログラム 

卫生 wèishēng 衛生 公里 gōnglǐ キロメートル 

乌龙茶 wūlóngchá ウーロン茶 件 jiàn 服や事柄などを数える 

午饭 wǔfàn 昼食 节 jié 授業科目を数える 

西瓜 xīguā スイカ 克 kè グラム 

香蕉 xiāngjiāo バナナ 块 kuài 元 

香烟 xiāngyān たばこ 口 kǒu 家庭や村の人数を数える 

箱子 xiāngzi スーツケース 楼 lóu 建物の階数を数える 

鞋 xié 靴 辆 liàng 車両を数える 

衣服 yīfu 衣服 
毛 máo 

1 元の 1/10(書面語は

「角」) 椅子 yǐzi いす 

照相机 zhàoxiàngjī カメラ 形容詞 その他 

雨伞 yǔsăn 雨傘 不错 búcuò 悪くない、よい 

早饭 zăofàn 朝食 差不多 chàbuduō ほとんど同じである 

榨菜 zhàcài ザーサイ 聪明 cōngming 賢い 

桌子 zhuōzi 机、テーブル 地道 dìdao 正真正銘である、本場の 

名詞 学習・趣味・スポーツ 放松 fàngsōng リラックスする 

爱好 àihào 趣味 高兴 gāoxìng うれしい 

奥运会 Àoyùnhuì オリンピック 好吃 hăochī (食べて)おいしい 

班 bān クラス 好喝 hăohē (飲んで)おいしい 

棒球 bàngqiú 野球 好看 hăokàn 見た目がよい 

本子 běnzi ノート(=笔记本) 好听 hăotīng 聞いて気持ちがよい 

比赛 bǐsài 試合 好用 hăoyòng 使いやすい 

操场 cāochăng 運動場、グラウンド 合适 héshì ちょうどよい 

成绩 chéngjì 成績 简单 jiăndān 簡単である 

词典 cídiăn 辞典 介绍 jièshào 紹介(する) 
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4 級単語リスト⑥ 

名詞 学習・趣味・スポーツ 代詞 疑問 

大学 dàxué 大学 多 duō どれくらいの～(数量) 

地图 dìtú 地図 多长时间 duōchángshíjiān どれくらいの～(時間) 

动漫 dòngmàn アニメと漫画 多少 duōshao いくつの～ 

发音 fāyīn 発音(する) 几 jǐ いくつ(10以下) 

法律 fălǜ 法律 哪 nă どの～ 

法语 Făyǔ フランス語 哪个地方 năgedìfang どこ、どの場所 

翻译 
fānyì 

通訳・翻訳(する) 哪儿・哪

里 
năr・năli 

どこ 

复习 fùxí 復習(する) 谁 shéi、shuí だれ 

钢琴 gāngqín ピアノ 什么 shénme なに、どんな～ 

高尔夫球 gāoĕrfūqiú ゴルフ 什么地方 shénmedìfang どこ、どんな場所 

高中生 gāozhōngshēng 高校生 什么时候 shénmeshíhou いつ 

歌曲 gēqǔ 歌、歌曲 什么样 shénmeyàng どのような 

功课 gōngkè 授業 为什么 wèishénme なぜ(原因を問う) 

故事 gùshi 物語 
怎么 zěnme 

どのように(方式)、な

ぜ(訝しい語気) 
汉语 Hànyǔ 中国語 

汉字 hànzi 漢字 怎么样 zěnmeyàng ～はどうですか 

黑板 hēibăn 黒板 怎样 zěnyàng どのように 

画儿 huàr 絵 動詞 動作 

教室 jiàoshì 教室 逛街 guàngjiē 街をぶらつく 

节日 jiérì 記念日 
过 guò 

(場所を)通る、(時間 

が)たつ、過ごす 京剧 jīngjù 京劇 

考试 kăoshì 試験(する) 喝 hē 飲む 

课 kè 授業、科目 滑冰 huábīng スケートをする 

课本 kèběn 教科書 滑雪 huáxuĕ スキーをする 

课文 kèwén テキストの本文 欢迎 huānyíng 歓迎する 

礼物 lǐwù プレゼント 换 huàn 交換する、換える 

历史 lìshǐ 歴史 换车 huànchē 乗り換える 

旅行 lǚxíng  旅行(する) 回答 huídá 答える 

旅游 lǚyóu 観光旅行 回信 huíxìn 返信する 

漫画 mànhuà 漫画 教 jiāo 教える 

美术馆 měishùguăn 美術館 交 jiāo 友だちになる、交わる 

名胜古迹 míngshènggǔjī 名所旧跡 交谈 jiāotán 話し合う 

年级 niánjí 学年 见面 jiànmiàn 会う、対面する 
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４級単語リスト⑦ 

名量詞 名詞 学習・趣味・スポーツ 

米 mǐ メートル 票 piào チケット 

片 piàn 平たく薄いもの 铅笔 qiānbǐ 鉛筆 

岁 suì 年齢を数える 缺点 quēdiǎn 欠点 

所 suǒ 
家屋・学校・病院などを

数える 

乒乓球 pīngpāngqiú 卓球 

日语 Rìyǔ 日本語 

台 tái 機械を数える 生词 shēngcí 新出単語 

条 tiáo 細長いものを数える 书本 shūbĕn 書物 

位 wèi 
敬意をもって人を数える 宿舍 sùshè 寮 

太极拳 tàijíquán 太極拳 

张 zhāng 
平らな面を持つものを数

える 

体验 tǐyàn 体験(する) 

图书馆 túshūguǎn 図書館 

支(枝) zhī 
棒状の細長いものを数え

る 

蛙泳 wāyǒng 平泳ぎ 

晚会 wǎnhuì パーティー 

种 zhǒng 種類 网球 wǎngqiú テニス 

動詞 動作 问题 wèntí 問題 

讲 jiǎng 話す、説明する 校门 xiàomén 校門 

借 jiè 借りる、貸す 小说 xiǎoshuō 小説 

结婚 jiéhūn 結婚する 小学 xiǎoxué 小学校 

解决 jiĕjué 解決する 橡皮 xiàngpí 消しゴム 

进 jìn 入る 兴趣 xìngqù 興味 

开 kāi 
開く、(スイッチを)入れ

る など 

行李 xíngli 荷物 

学校 xuéxiào 学校 

开车 kāichē 車を運転する 音乐 yīnyuè 音楽 

开会 kāihuì 会議をする、会を開く 英语 Yīngyǔ 英語 

开门 kāimén 戸を開ける 意思 yìsi 意味 

开始 kāishǐ 始まる、始める 游戏 yóuxì ゲーム 

开学 kāixué 学校が始まる 游泳池 yóuyǒngchí プール 

看 kàn 見る、読む 瑜伽 yújiā ヨガ 

来 lái 来る 羽毛球 yǔmáoqiú バドミントン 

练习 liànxí 練習する 语法 yǔfǎ 文法 

聊天 liáotiān 雑談する 原因 yuányīn 原因 

了解 liǎojiĕ 理解する 专业 zhuānyè 専門 

录音 lùyīn 録音する 中文 zhōngwén 中国語 
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４級単語リスト⑧ 

名詞 学習・趣味・スポーツ 副詞 

种类 zhǒnglèi 種類 经常 jīngcháng しょっちゅう 

专家 zhuānjiā 専門家 就 jiù すぐに、～だけ 

资料 zīliào 
資料 

可能 kĕnéng 
かもしれない、らし

い 

字典 zìdiǎn 字典 马上 mǎshang すぐに 

足球 zúqiú サッカー 没(有) méi(yǒu) ～ない 

作业 zuòyè 宿題 太 tài とても 

名詞 交通・商業 特别 tèbié 特に 

百货商店 bǎihuòshāngdiàn デパート 特意 tèyì 特に、わざわざ 

便利店 biànlìdiàn コンビニ 也 yĕ ～も 

车站 chēzhàn 駅、バス停 已(经) yǐ(jing) すでに 

大楼 dàlóu ビル 一共 yígòng 全部で 

地铁 dìtiĕ 地下鉄 一起 yìqǐ 一緒に 

电车 diànchē 電車 一直 yìzhí ずっと 

电影院 diànyǐngyuàn 映画館 又 yòu また 

发展 fāzhǎn 発展(する) 有点儿 yǒudiǎnr すこし、わずか 

饭店 fàndiàn ホテル 再 zài また 

饭馆 fànguǎn レストラン 早就 zǎojiù とっくに 

飞机 fēijī 飛行機 真 zhēn 本当に 

服务员 fúwùyuán 従業員 正在 zhèngzài ちょうど～している 

公司 gōngsī 会社 只 zhǐ ～だけ 

公园 gōngyuán 公園 总是 zǒngshì いつも 

关系 guānxi 関係 最 zuì もっとも 

国际 guójì 国際 形容詞 その他 

号码 hàomǎ 番号 
精彩 jīngcǎi 

生き生きしている、

すばらしい 
花店 huādiàn 花屋 

华侨 huáqiáo 華僑 久 jiǔ 
(時間が)長い、久し

い 

火车 huǒchē 列車 开心 kāixīn 愉快である 

机场 jīchǎng 空港 可爱 kĕài かわいい 

机会 jīhuì 機会 快乐 kuàilè 愉快である、楽しい 

交通 jiāotōng 交通 辣 là からい 

计划 jìhuà 計画(する) 累 lèi 疲れている 

街 jiē 街、大通り 凉快 liángkuai 涼しい 

经济 jīngjì 経済 流利 liúlì 流暢である 



 

内部資料 転載禁止 
 

4 級単語リスト⑨ 

名詞 交通・商業 前置詞 空間 

咖啡厅 kāfēitīng 喫茶店(咖啡店) 朝 cháo ～へ(方向) 

贸易 màoyì 貿易 从 cóng ～から(起点) 

名片 míngpiàn 名刺 到 dào ～まで(到着点) 

摩托车 mótuōchē オートバイ 离 lí ～から、～まで(隔たり) 

商店 shāngdiàn 店 往 wǎng ～へ(方向) 

书店 shūdiàn 書店 向 xiàng ～へ(方向) 

现金 xiànjīn 現金 在 zài ～で(場所) 

信用卡 xìnyòngkǎ クレジットカード 前置詞 その他 

医院 yīyuàn 病院 除了 chúle ～以外 

银行 yínháng 銀行 连 lián ～さえも(強調) 

营业 yíngyè 営業(する) 形容詞 その他 

职员 zhíyuán 職員 麻烦 máfan 面倒である 

执照 zhízhào 免許証 忙 máng 忙しい 

自行车 zìxíngchē 自転車 暖和 nuǎnhuo 暖かい 

名詞 通信・情報 漂亮 piàoliang 美しい、きれいである 

报纸 bàozhǐ 新聞 平安 píngān 無事である、安全である 

传真 chuánzhēn ファックス 奇怪 qíguài おかしい、怪しい 

电话 diànhuà 電話 热闹 rènào にぎやかである 

电子邮件 diànzǐyóujiàn Ｅメール(伊妹儿) 热情 rèqíng 親切である 

短信 duǎnxìn ショートメール 认真 rènzhēn まじめである 

广播 guǎngbō 放送 舒服 shūfu 気分がよい 

节目 jiémù 番組 顺利 shùnlì 順調である 

手机 shǒujī 携帯電話 随便 suíbiàn 勝手である、自由である 

邮局 yóujú 郵便局 疼 téng 痛い 

邮票 yóupiào 切手 痛苦 tòngkǔ 苦しい、つらい 

杂志 zázhì 雑誌 危险 wēixiǎn 危険である 

名詞 場所 新鲜 xīnxiān 新鮮である 

北海道 Bĕihǎidào 北海道 一样 yíyàng 同じである 

北京 Bĕijīng 北京 有名 yǒumíng 有名である 

长城 Chángchéng (万里の)長城 有意思 yǒuyìsi 面白い 

大阪 Dàbǎn 大阪 愉快 yúkuài 愉快である、うれしい 

大连 Dàlián 大連 正好 zhènghǎo ちょうどよい 

德国 Déguó ドイツ 重要 zhòngyào 重要である 
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４級単語リスト⑩ 

名詞 場所 前置詞 対象 

地方 dìfang 場所、ところ 比 bǐ ～より(比較) 

地址 dìzhǐ 住所 对 duì ～に対して(対象) 

东京 Dōngjīng 東京 给 gěi ～に(与え先) 

俄国 Éguó ロシア 跟 gēn ～と、から、に(対象) 

法国 Fǎguó フランス 和 hé ～と(対象) 

附近 fùjìn 付近 为 wèi ～のために(対象) 

富士山 Fùshìshān 富士山 接続詞 複文 

韩国 Hánguó 韓国 不过 búguò しかし 

黄河 Huánghé 黄河 但是 dànshì しかし 

郊外 jiāowài 郊外 可是 kěshì しかし 

京都 Jīngdū 京都 然后 ránhòu それから 

美国 Měiguó アメリカ 如果 rúguǒ もし～ならば 

纽约 Niǔyuē ニューヨーク 虽然 suīrán ～ではあるが 

欧洲 ōuzhōu ヨーロッパ 所以 suǒyǐ だから(結果) 

青岛 Qīngdǎo 青島 要是 yàoshi もし～ならば 

上海 shànghǎi 上海 A就 B A jiù B Aするとすぐ Bする 

神户 shēnhù 神戸 因为 yīnwèi ～なので(原因) 

外国 wàiguó 外国 又 A又 B yòu A yòu B Aでもあり Bでもある 

香港 Xiānggǎng 香港 動詞 動作 

意大利 Yìdàlì イタリア 买 mǎi 買う 

英国 Yīngguó イギリス 卖 mài 売る 

名詞 自然・動物 拿 ná 持つ 

大海 dàhǎi 海 努力 nǔlì 努力する 

风景 fēngjǐng 風景、景色 拍照 pāizhào 写真を撮る(=照相) 

狗 gǒu 犬 跑 pǎo 走る 

河 hé 河川 骑 qí 乗る 

金鱼 jīnyú 金魚 起床 qǐchuáng 起床する 

空气 kōngqì 空気 起来 qǐlái 立つ、起きる 

牛马 niúmǎ 牛と馬 
请 qǐng 

どうぞ(～してくださ

い)、招く、頼む 天气 tiānqì 天気 

鲜花 xiānhuā 生花 去 qù 行く 

熊猫 xióngmāo パンダ 商量 shāngliang 相談する 

   上班 shàngbān 出勤する 
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４級単語リスト⑪ 

補語 結果 名詞(時間詞) 

懂 dǒng ～してわかる 半 bàn 30分 

给 gěi ～に～してあげる 春节 chūnjié 旧正月 

好 hǎo しっかりと～する 春天 chūntiān 春 

完 wán ～し終わる 点 diǎn ～時 

在 zài ～に～する 冬天 dōngtiān 冬 

動詞 動作 刚才 gāngcái さっき 

上 shàng 

上がる(上去) 寒假 hánjià 冬休み 

店に行く(上商店) 后年 hòunián 再来年 

インターネットをする

(上网) 

后天 hòutiān あさって 

将来 jiānglái 将来 

上课 shàngkè 
授業をする・授業を受

ける 

今年 jīnnián 今年 

今天 jīntiān 今日 

上学 shàngxué 登校する・通学する (一)刻 (yí)kè 15分 

试 shì 試す 每次・每回 měicì・měihuí 毎回 

收拾 shōushi 片づける、整理する 每(个)星期 měi(ge)xīngqī 毎週 

睡觉 shuìjiào 眠る 每(个)月 měi(ge)yuè 毎月 

说话 shuōhuà 話す 每年 měinián 毎年 

随 suí ～についていく、従う 每天 měitiān 毎日 

听 tīng 聞く 明年 míngnián 来年 

停 tíng 止む、停止する 明天 míngtiān 明日 

通知 tōngzhī 知らせる、通知する 年 nián 年、～年間 

退休 tuìxiū 退職する 平时 píngshí 普段 

玩儿 wánr 遊ぶ 前年 qiánnián おととし 

问 wèn 尋ねる 前天 qiántiān おととい 

问好 wènhǎo よろしく言う 秋天 qiūtiān 秋 

洗澡 xǐzǎo 入浴する 去年 qùnián 去年 

下课 
xiàkè 

授業が終わる 上次・上回 shàngcì・shànghu

í 

前回 

下雪 xiàxuě 雪が降る 上(个)星期 shàng(ge)xīngqī 先週 

下雨 xiàyǔ 雨が降る 上(个)月 shàng(ge)yuè 先月 

写 xiě 書く 上午 shàngwǔ 午前 

修 xiū 修理する 暑假 shǔjià 夏休み 

休息 xiūxi 休憩する 晚上 wǎnshang 夜 

学习 xuéxí 学習する 下次・下回 xiàcì・xiàhuí 次回 
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4 級単語リスト⑫ 

動詞 動作 慣用句 

养鱼 yǎngyú 魚を飼う 对不起 duìbuqǐ ごめんなさい 

游览 yóulǎn 見物して歩く 请问 qǐngwèn お尋ねします 

游泳 yóuyǒng 泳ぐ 再见 zàijiàn さようなら 

运动 yùndòng 運動する 名詞(時間詞) 

展览 zhǎnlǎn 展覧する 下(个)星期 xià(ge)xīngqī 来週 

站 zhàn 立つ 下(个)月 xià(ge)yuè 来月 

长大 zhǎngdà 成長する 夏天 xiàtiān 夏 

找 zhǎo 探す、訪ねる 下午 xiàwǔ 午後 

照顾 zhàogù 面倒を見る 现在 xiànzài 現在、今 

祝 zhù 心から願う、祈る 星期二 xīngqīèr 火曜日 

住 zhù 住む、滞在する 星期六 xīngqīliù 土曜日 

住院 zhùyuàn 
入院する(退院する=

出院) 

星期三 xīngqīsān 水曜日 

星期四 xīngqīsī 木曜日 

转 zhuǎn 向きを変える 星期五 xīngqīwǔ 金曜日 

准备 zhǔnbèi 準備する 星期天 xīngqītiān 日曜日(=星期日) 

种花 zhònghuā 草花を栽培する 星期一 xīngqīyī 月曜日 

做 zuò 
(仕事や活動を)す

る、作る 

以前 yǐqián 以前、それより前 

以后 yǐhòu 以後、～の後 

坐 zuò 座る、乗る 月 yuè 月 

動詞 状態 早上 zǎoshang 朝 

吃惊 chījīng 驚く 这次・这回 zhèci・zhèhuí 今回 

担心 dānxīn 心配する 这(个)星期 zhè(ge)xīngqī 今週 

到 dào 達する、到達する 这(个)月 zhè(ge)yuè 今月 

度过 dùguò (時間を)過ごす 中午 zhōngwǔ 午後、昼 

懂 dǒng 理解する 周末 zhōumò 週末 

发烧 fāshāo 発熱する 最近 zuìjìn 最近 

感 gǎn 感じる、思う 昨天 zuótiān 昨日 

感谢 gǎnxiè 感謝する    

够 gòu 足りる、達する    

关心 guānxīn 関心を持つ    

好像 hǎoxiàng まるで～のようだ    

挤 jǐ 混み合う    

紧张 jǐnzhāng 緊張する    
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4 級単語リスト⑬ 

動詞 状態 名詞(時量詞) 

觉得 juéde 感じる、～と思う 半天 bàntiān 半日、長い間 

客气 kèqi 遠慮する 分钟 fēnzhōng ～分間 

满 mǎn いっぱいになる 天 tiān ～日間 

明白 míngbai わかる、理解する 小时 xiǎoshí 時間 

认识 rènshi 知っている、認識する 星期 xīngqī 週 

生病 shēngbìng 病気になる 一会儿 yíhuìr 少しの間 

生气 shēngqì 怒る 補語 複合方向 

是 shì ～である 出来 chūlai 出て来る 

失望 shīwàng がっかりする 出去 chūqu 出て行く 

同意 tóngyì 同意・賛成する 过来 guòlai やって来る 

忘 wàng 忘れる 过去 guòqu 向こうへ行く 

希望 xīwàng 希望する 进来 jìnlai 入って来る 

习惯 xíguàn 慣れる、習慣になる 进去 jìnqu 入って行く 

喜欢 xǐhuan 好む、好きである 
起来 qǐlai 

起き上がる 

相信 xiāngxìn 信じる ～し始める 

兴奋 xīngfèn 興奮する 上来 shànglai 上がって来る 

姓 xìng ～という名字である 上去 shàngqu 上がって行く 

要 yào 
必要とする 下来 xiàlai 下りて来る 

(時間・費用)かかる 下去 xiàqu 下りて行く 

有 yǒu 
ある、いる、持っている  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

在 zài ある、いる 

知道 zhīdao 知っている 

  補語 可能 

不了 buliǎo 
～することができない、

～しきれない 

得了 deliǎo 
～することができる、～

しきれる 

動詞 使役・受身 

叫 jiào 
～される(受身) 

～させる(使役) 

让 ràng 
～される(受身) 

～させる(使役) 
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使 shǐ ～させる(使役) 

 

 


