
 

内部資料 転載禁止 
 

３級単語リスト① 

動詞 名量詞 

爱护 àihù 愛護する 杯 bēi 
コップに入っているものを数え

る 

安排 ānpái 配置・手配する 部 bù 
書籍・映画の一揃いになったも

のを数える 

熬夜 áoyè 徹夜する 对 duì 対になっているものを数える 

把握 băwò 
握る、持つ、理解す

る 
份 fēn 

全体から分けた分、一人前を数

える 

白费 báifèi 浪費する 幅 fú 掛け軸や地図を数える 

摆设 băishè 装飾する・飾り付ける 盒 hé 箱に入っているものを数える 

办公 bàngōng 事務をとる 家 jiā 家庭・商店・企業を数える 

搬 bān 運ぶ、引っ越しする 架 jià 小型機械・楽器を数える 

帮忙 bāngmáng 手伝う、助ける 节 jié 
連続している事物・物事の区切

りを数える 

报告 bàogào 報告する 块 kuài 塊状のものを数える 

报名 bàomíng 申し込む 形容詞 

保卫 băowèi 防御する 安全 ānquán 安全である 

保温 băowēn 保温する 不像话 búxiànghuà 話にならない、ひどい 

保重 băozhòng 体を大切にする 聪明 cōngmíng 賢い 

背 bèi 背を向ける、暗誦する 丰富 fēngfù 豊富である 

比赛 bǐsài 試合する 复杂 fùzá 複雑である 

毕业 bìyè 卒業する 工整 gōngzhěng きちんと整っている 

变化 biànhuà 変化する 过分 guòfèn 必要以上の、行き過ぎた 

名詞 合适 héshì ちょうどよい 

爱人 àiren 配偶者 狠 hěn 凶悪である、むごい 

空调 kōngtiáo エアコン 糊涂 hútu 
訳がわからない、混乱して
いる 

办法 bànfă 方法、手段 活泼 huópo 活発である 

半天 bàntiān 半日、長い時間 机灵 jīling 利口である、賢い 

棒球 bàngqiú 野球 補語 可能補語 

报社 bàoshè 新聞社 不出来 buchūlái 表れない、見分けられない 

报纸 bàozhǐ 新聞 
不到 budào 

目的、結果、程度の実現 

笔记本 bǐjìběn ノート、手帳 品物がなくて手に入らない 

标准 biāozhǔn 標準、水準 不动 budòng 力で動かせられない 

冰淇淋 bīngqílín アイスクリーム 不了 buliăo ～しきれない、～できない 

冰箱 bīngxiāng 冷蔵庫 不起 buqǐ 
能力でできない、金銭的な
理由でできない 

秉性 bǐngxìng 性格、気質 不起来 buqǐlái 始まらない 
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３級単語リスト② 

名詞 副詞 語気 

菠菜 bōcài ホウレンソウ 差(一)点儿 chà(yì)diănr あやうく、もう少しで 

脖子 bózi 首 倒 dào かえって 

彩笔 cǎibĭ 色鉛筆 怪不得 guàibude 道理で 

草莓 cǎoméi イチゴ 果然 guŏrán 案の定 

车库 chēkù 車庫、ガレージ 简直 jiănzhí 全く（誇張の語気） 

城市 chéngshì 都市 禁不住 jīnbuzhù こらえきれずに 

宠物 chŏngwù ペット 
尽管 jĭnguăn 

～にもかかわらず 

传真 chuánzhēn ファックス 遠慮しないで 

春节 chūnjié 春節、旧正月 竟然 jìngrán 思いがけず 

错误 cuòwù 間違い 究竟 jiūjìng 結局のところ 

大街 dàjiē 大通り 难道 nándào まさか 

单词 dāncí 単語 却 què かえって 

道理 dàoli 理由、道理 原来 yuánlái なんと 

形容詞 只好 zhĭhăo するしかない 

紧张 jĭnzhāng 緊張する 助動詞 

精彩 jīngcăi すばらしい 得 děi ～しなければならない 

可爱 kěài かわいい 会 huì ～できる、～のはずだ 

可惜 kěxī 惜しい 可以 kěyĭ ～できる 

困 kùn 眠い 能 néng ～できる 

凉快 liángkuai 涼しい 想 xiăng ～したい 

临时 línshí 臨時の 要 yào ～したい 

動詞 应该 yīnggāi ～するべきだ 

罢休 bàxiū やめる、投げ出す 愿意 yuànyi ～したいと思う 

标点 biāodiăn 句読点を付ける 前置詞 

表扬 biăoyáng 表彰する、ほめる 按照 ànzhào ～のとおりに 

踩 căi 踏む 把 bă ～を 

差 chà 不足する 被 bèi ～される(動作の行為者) 

缠 chán まとわりつく 比 bĭ ～より(比較対象) 

尝 cháng 味わう 朝 cháo ～に(方向・動作の向かう先) 

吵架 chăojià けんかをする 趁 chèn ～のうちに 

称呼 chēnghu 呼ぶ 除了 chúle ～以外に 

盛 chéng 盛る 对(于) duì(yú) ～にとってみれば 

成功 chénggōng 成功する 关于 guānyú ～について（内容） 
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３級単語リスト③ 

動詞 代詞 

承受 chéngshòu (試練)受ける 别人 biérén 他の人、他人 

迟到 chídào 遅刻する 大家 dàjiā みんな、みなさん 

出门 chūmén 出かける 
某 mŏu 

特定の人・物事・時

間を避けた言い方 
处理 chŭlĭ 処理・解決する 

从事 cóngshì 従事・処理する 副詞 時間 

答应 dāying 答える、承諾する 曾经 céngjīng かつて 

打球 dăqiú 球技をする 赶紧 gănjĭn 大急ぎで、早速 

打扫 dăsăo 掃除する 刚 gāng ～したばかりだ 

戴 dài (帽子を)かぶる 忽然 hūrán ふと 

 

担心 dānxīn 

(眼鏡を)かける 立刻 lìkè すぐに 

身につける 马上 măshàng すぐに 

心配する 突然 tūrán 急に、突然 

导游 dăoyóu ガイドをする 已经 yĭjīng すでに 

到达 dàodá 到着する 早就 zăojiù とっくに 

瞪 dèng (目を)見開く 名詞 

点头 diăntóu うなずく 澳大利亚 Àodàlìyà オーストラリア 

叠 dié 積み重ねる 菜单 càidān メニュー 

读书 dúshū 本を読む 餐厅 cāntīng レストラン 

锻炼 duànliàn (体を)鍛える 超市 chāoshì スーパーマーケット 

多心 duōxīn 疑う、気にする 翅膀 chìbăng 羽、翼 

发烧 fāshāo 熱が出る 春秋 chūnqiū 春と秋、一年、年齢 

名量詞 电灯 diàndēng 電灯 

篇 piān 紙の枚数・文章 电脑 diànnăo パソコン 

片 piàn 平たく薄い物 电梯 diàntī エレベーター 

瓶 píng 瓶に入ってる物 豆腐 dòufu 豆腐 

首 shŏu 詩詞歌曲 短信 duănxìn ショートメール 

所 suŏ 家屋・建物 对方 duìfāng 相手 

套 tào セット 儿童 értóng 児童 

碗 wăn 椀に入ってる物 法语 Făyŭ フランス語 

位 wèi 人数(敬意を込めて) 反响 fănxiăng 反響 

(一)些 (yì)xiē 少し・わずか 房子 fángzi 家 

只 zhī 鳥獣虫・個体 房租 fángzū 家賃 

座 zuò 大型の物 肥皂 féizào せっけん 
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３級単語リスト④ 

副詞 程度 副詞 様態 

多 duō とても 渐渐(地) jiànjiàn(de) だんだんと 

多么 duōme どれくらい 特意 tèyì わざわざ 

好 hăo とても 永远 yŏngyuăn 永久に、いつまでも 

好容易 hăoróngyi やっと 总算 zŏngsuàn やっとのことで 

可…了 kě…le 語気を強める 名詞 

越～越～ yuè…yuè… ～すればするほど 风景 fēngjĭng 風景、景色 

越来越～ yuèláiyuè… だんだんと～だ 夫妇 fūfù 夫婦 

正好 zhènghăo ちょうど 改天 găitiān 他日 

動詞 感情 gănqíng 感情、気持ち 

发生 fāshēng 発生する 干部 gànbù 幹部 

发现 fāxiàn 気づく 钢琴 gāngqín ピアノ 

发展 fāzhăn 発展する 高尔夫 gāoěrfū ゴルフ 

繁荣 fánróng 繫栄する 隔壁 gébì 隣人 

反对 fănduì 反対する 根据 gēnjù 根拠 

防止 fángzhĭ 防止する 工夫 gōngfu 手間、暇 

仿照 făngzhào まねる 功夫 gōngfu カンフー、腕前 

放学 fàngxué 学校が終わる 工资 gōngzī 給料 

服务 fúwù サービスする 姑姑 gūgu 父の姉妹、おば 

复习 fùxí 復習する 故乡 gùxiāng ふるさと 

复印 fùyìn コピーする 观众 guānzhòng 観衆 

改变 găibiàn 変わる 光明 guāngmíng 光明 

盖章 gàizhāng 捺印する 规律 guīlǜ 法則 

赶 găn 間に合わせる 果汁 guŏzhī 果汁、ジュース 

干杯 gānbēi 乾杯する 海洋 hăiyáng 海洋 

感动 găndòng 感動する 好处 hăochu 有利な点、利益 

感冒 gănmào 風邪をひく 好久 hăojiŭ 長い間 

告诉 gàosu 告げる、教える 花瓶 huāpíng 花瓶 

贡献 gòngxiàn 貢献する 花生 huāshēng 落花生、ピーナッツ 

购买 gòumăi 買う 黄河 huánghé 黄河 

鼓励 gŭlì 激励する 黄头发 huángtóufa 金髪 

刮风 guāfēng 風が吹く 会议 huìyì 会議 

管 guăn 管理する 基本 jīběn 基本、根本 

关心 guānxīn 関心を持つ 机票 jīpiào 航空券 
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３級単語リスト⑤ 

動詞 動量詞 

广播 guăngbō 放送する 场 cháng 雨風、戦い、夢を数える 

规定 guīdìng 規定する 次 cì 回数 

过年 guònián 正月を迎える 打一拳 dăyìquán 一発殴る 

害怕 hàipà 恐れる 顿 dùn 食事や叱責を数える 

喊 hăn (大声で)叫ぶ 放一枪 fàngyìqiāng 一発撃つ 

好奇 hàoqí 好奇心がある 回 huí 回数 

滑冰 huábīng スケートをする 看一眼 kànyìyăn 一目見る 

滑雪 huáxuě スキーをする 趟 tàng 往復する動作を数える 

化解 huàjiě 溶ける 踢一脚 tīyìjiăo 一発蹴る 

欢送 huānsòng 歓送する 阵 zhèn 雨風、音を数える 

欢腾 huānténg 喜びにわく 接続詞 並列 

换车 huànchē 乗り換える 既 A又 B jìA yòuB Aはもとより B も 

灰心 huīxīn がっかりする 也 A也 B yěA  yěB Aも Bもする 

激动 jīdòng 感動させる 一边 A 一边 B yìbiānA yìbiānB Aをしながら Bをする 

挤 jĭ ぎっしり詰まる 有的 A 有的 B yǒudeA  yǒudeB Aもあるし Bもある 

计划 jìhuà 計画する 名詞 

记住 jìzhù しっかり記憶する 吉他 jítā ギター 

坚持 jiānchí 固執する 季节 jìjié 季節 

捡 jiăn 拾う 家务 jiāwù 家事 

建设 jiànshè 建設する 奖 jiăng 賞 

讲话 jiănghuà 話・発言をする 加拿大 jiānádà カナダ 

讲究 jiăngjiu 重んじる、凝る 剪刀 jiăndāo はさみ 

交流 jiāoliú 交流する 将来 jiānglái 将来 

交往 jiāowăng 付き合う 角度 jiăodù 角度、立場 

教导 jiàodăo 教える 教师 jiàoshī 先生 

教练 jiàoliàn 訓練する 结论 jiélún 結論 

教训 jiàoxun しかる 节目 jiémù 番組、プログラム 

结婚 jiéhūn 結婚する 经济 jīngjì 経済 

进步 jìnbù 進歩する 开关 kāiguān スイッチ 

进口 jìnkǒu 輸入する 考题 kăotí 試験問題 

经历 jīnglì 経験する 空儿 kòngr 暇 

警卫 jĭngwèi 警備する 快餐 kuàicān ファストフード 

距离 jùlí 離れる 垃圾 lājī ごみ 
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３級単語リスト⑥ 

名詞 形容詞 

篮球 lánqiú バスケットボール 安静 ānjìng 穏やかである 

蓝色 lánsè 藍色 白茫茫 báimāngmāng 見渡す限り白色の 

雷雨 léiyŭ 雷雨 不好意思 bùhăoyìsi 恥ずかしい 

泪水 lèishuĭ 涙 简单 jiăndān 簡単である 

礼貌 lĭmào 礼儀 流利 liúlì 流暢である 

礼品 lĭpĭn 贈り物 麻烦 máfan 面倒である 

礼堂 lĭtáng 講堂、式場 美丽 měilì 美しい 

理想 lĭxiăng 理想 摩登 módēng モダンである 

连环画 liánhuánhuà 子供向けコミック 难过 nánguò つらい 

脸色 liănsè 表情、顔色 闹 nào 騒々しい 

邻居 línjū 隣近所 能干 nénggàn 仕事がよくできる 

领带 lĭngdài ネクタイ 暖和 nuănhuo 暖かい 

轮椅 lúnyĭ 車椅子 偶然 ǒurán 偶然である 

旅游 lǚyóu 観光旅行 朴素 pŭsù 素朴である 

蚂蚁 măyĭ アリ 普通 pŭtōng 普通である 

汉堡包 hànbăobāo ハンバーガー 接続詞 累加 

毛巾 máojīn タオル 不但 A，而且 

(还)B 
búdànA érqiě

(hái)B 
A だけでなく Bも 

煤气 méiqì ガス 

面孔 miànkǒng 顔、顔つき 不但(A の否定 

形)，反而 B 
búdàn(Aの否定 

形)fănér, B  
A しないだけでなく Bも 

名牌 míngpái ブランド 

明星 míngxīng スター 不仅 A，还/ 

而且 B 
bùjĭnA，hái/ 

érqiěB 
単に Aなだけでなく Bも 

南方 nánfāng 南、南の方 

男女 nánnǚ 男女 除了 A，也/ 

还 B 
chúle A, yě/  

háiB 
A以外に Bも 

年货 niánhuò 正月用品 

牛仔裤 niúzăikù ジーパン 加上 jiāshang その上、さらに 

农历 nónglì 旧暦 動詞 

农民 nóngmín 農民 聚会 jùhuì 集まる 

女儿 nǚér 娘 觉得 juéde 感じる、～と思う 

皮包 píbāo (革製の)かばん 决定 juédìng 決定する 

啤酒 píjiŭ ビール 开饭 kāifàn 食事を始める 

奇迹 qíjì 奇跡 开花 kāihuā 花が咲く 

签证 qiānzhèng ビザ 开始 kāishĭ 始まる、始める 

钱包 qiánbāo 財布 看病 kànbìng 診察する、診察を受ける 
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３級単語リスト⑦ 

助詞 動詞 

吧 ba だろう、しよう 考虑 kăolǜ 考慮する 

得 de 補語を導く 考试 kăoshì 試験する 

的 de 連体修飾語を作る 咳嗽 késou 咳をする 

地 de 連用修飾語を作る 吭 kēng 声を出す 

过 guo ～したことがある 肯定 kěndìng 肯定する 

了 le ～した(完了) 哭 kū (声を出して)泣く 

了 le ～になる(変化) 拉 lā 引く、弾く 

吗 ma 疑問を表す 浪费 làngfèi 浪費する 

呢 ne 疑問、進行を表す 劳动 láodòng 労働する 

着 zhe ～している(持続) 离开 líkāi 離れる、分かれる 

名詞 理解 lĭjiě 理解する、分かる 

前面 qiánmian 前方、前、先 联系 liánxì 連絡する 

清晨 qīngchén 早朝、明け方 聊天儿 liáotiānr おしゃべりをする 

蜻蜓 qīngtíng トンボ 了解 liăojiě 理解する、わかる 

情况 qíngkuàng 状況、様子 领导 lĭngdăo 指導する 

热情 rèqíng 情熱 溜走 liūzǒu こっそり逃げていく 

人才 réncái 人材 流动 liúdòng 流動・移動する 

商场 shāngchăng デパート 留心 liúxīn 留意・注意する 

少女 shàonǚ 少女 流行 liúxíng 流行する 

时候 shíhou 時間 录像 lùxiàng 録画する 

时机 shíjī 時機、ころあい 满意 mănyì うれしく思う 

世界 shìjiè 世界 弄脏 nòngzāng 汚す 

士气 shìqì 士気 接続詞 選択 

事实 shìshí 事実 不是 A，而是 

B búshìA，érshìB Aではなく Bだ 
收发 shōufā 受領と発想 

收音机 shōuyīnjī ラジオ 不是 A，就是 

B 
búshìA，jiùshì 

B 
Aでなければ Bだ 

手表 shǒubiăo 腕時計 

首都 shǒudū 首都 或者 A，或者 

B 
huòzhěA, 

huòzhěB 

A かもしれないし B 

かもしれない 蔬菜 shūcài 野菜 

数学 shùxué 数学 (是)A，还是 

B 
(shì)A，háishì 

B？ 
Aかそれとも Bか？ 

水饺 shuĭjiăo 水ギョーザ 

思想 sīxiăng 思想、考え 要么 A，要么 

B yàomeA，yàomeB Aでなければ Bだ 
塑料 sùliào プラスチック 
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３級単語リスト⑧ 

前置詞 接続詞 継起 

跟 gēn 
～に(関わる対象) 等 A，再 B děngA，zàiB Aしてから Bをする 

～に(動作の向う先) (先)A，(然 

后)再 B 
(xiān)A,(rán 

hòu) zàiB 

まず Aをしてそれか

ら Bをする(未然) 就～而言 jiù…éryán ～について言えば 

离 lí ～まで、～から (先)A，(然 

后)又 B 
(xiān)A，(rán 

hòu) yòuB 

まず Aをしてそれか

ら Bをした(已然) 连～也 lián…yě ～ですら(関連対象) 

往 wăng ～へ(場所) 名詞 

为 wèi ～のことで(原因) 算术 suànshù 算数 

为 wèi ～のために(受益者) 岁月 suùyuè 歳月、月日 

为了 wèile ～のために 摊儿 tānr 露天、屋台 

向 xiàng 
～に(方向、動作の

向う先) 

特点 tèdiăn 特徴 

体育 tĭyù 体育、スポーツ 

以 yĭ ～で(行為の基点) 田径 tiánjìng 陸上競技 

由于 yóuyú ～によって 条件 tiáojiàn 条件 

在 zài 
～で、～に(時間) 听众 tīngzhòng 聴衆 

～の最中(過程) 同事 tóngshì 同僚 

動詞 土产 tǔchăn 特産品 

努力 nǔlì 努力する 外语 wàiyǔ 外国語 

拍 pāi たたく、撮影する 网球 wăngqiú テニス 

拍照 pāizhào 写真を撮る 尾巴 wěiba (動物の)尾 

排 pái 並ぶ、並べる 委员 wěiyuán 委員 

派 pài 派遣・任命する 文化 wénhuà 文化 

跑步 păobù 駆け足をする 文明 wénmíng 文明、文化 

批评 pīpíng 批判する 问题 wèntí 問題 

破 pò 壊れる、破れる 文章 wénzhāng 文章、論文 

期望 qīwàng 期待する 西红柿 xīhóngshì トマト 

奇怪 qíguài 怪しむ 喜剧 xĭjù 喜劇、コメディー 

起床 qĭchuáng 起床する 橡皮 xiàngpí 消しゴム 

强迫 qiăngpò 無理強いする 消息 xiāoxi 情報、ニュース、音信 

清醒 qīngxĭng (意識が)回復する 小说 xiăoshuō 小説 

请教 qĭngjiào 教えを請う 效果 xiàoguǒ 効果 

请客 qĭngkè ごちそうする 笑脸 xiàoliăn 笑顔 

取得 qǔdé 取得する 鞋 xié 靴 

劝 quàn 忠告する、すすめる 信息 xìnxī 便り、情報 
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３級単語リスト⑨ 

名詞 動詞 

信心 xìnxīn 自信、確信 缺少 quēshăo 欠く、足りない 

星光 xīngguāng 星あかり 确认 quèrèn 確認する 

幸福 xìngfú 幸福 热爱 rèài 心から愛する 

兴趣 xìngqù 興味 忍 rěn 耐える、我慢する 

压力 yālì 圧力 认识 rènshi 知っている、認識する 

牙齿 yáchĭ 歯 认为 rènwéi ～と考える 

牙刷 yáshuā 歯ブラシ 扔 rēng 捨てる 

眼镜 yănjìng メガネ 撒 sā 放す、放つ 

眼睛 yănjing 目 散步 sànbù 散歩する 

钥匙 yàoshi 鍵 生气 shēngqì 怒る 

衣架 yījià ハンガー 失败 shībài 負ける、失敗する 

医院 yīyuàn 病院 实现 shíxiàn 実現する 

意思 yìsi 意味、考え 使劲 shĭjìn 力を入れる 

印象 yìnxiàng 印象 受到 shòudào 受ける 

英雄 yīngxióng 英雄 補語 結果 

英语 Yīngyǔ 英語 
成 chéng 

～になる、換える 

邮票 yóupiào 郵便切手 成功する、実現する 

游戏 yóuxì 娯楽、ゲーム 错 cuò ～間違う 

友谊 yǒuyì 友好、友情 到 dào ～に達する、～が実現する 

娱乐 yúlè 娯楽 掉 diào ～なくす 

语言 yǔyán 言語 干净 gānjìng ～きれいになる 

月底 yuèdĭ 月末 好 hăo ～を上手に、～を仕上げる 

月票 yuèpiào 月ぎめの定期券 坏 huai ～悪くなる 

知识 zhīshi 知識 会 huì ～できる 

接続詞 因果 见 jian ～感じ取る 

既然 A，就 B jìránA，jiùB 
Aしたからには B

になる 

开 kāi ～開く、～と離れる 

清楚 qīngchu ～はっきりする 

～，因此 B ～，yīncĭB ～、だから Bだ 
上 shang 

状態が変化した 

～，因而 B ～，yīnérB ～、だから B 目標を達成する 

由于 A，因此 B 
yóuyúA，yīncĭB 

Aである、だから

B 下 xia 

動作が安定する 

接続詞 仮定 収納スペースがある 

(如果/要是)A 

的话，(就)B 
(rúguǒ/yàoshi) 

Adehuà，(jiù) 

B 

もし Aなら、Bだ 

住 
zhù 

～に固定させる、留ま

る 

走 zǒu ～いく 
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３級単語リスト⑩ 

動詞 形容詞 

受伤 shòushāng 怪我をする 齐 qí そろっている 

输入 shūrù 入力する 切实 qièshí 適切である 

顺从 shùncóng 素直に従う 亲切 qīnqiè 心がこもっている 

撕 sī (紙などを)破る 亲热 qīnrè 仲がよい、親しい 

松懈 sōngxiè 気が緩む、怠ける 清淡 qīngdàn あっさりしている 

抬头 táitóu 頭をもたげる 轻松 qīngsōng 気楽である 

弹 tán 演奏する 热烈 rèliè 熱烈である 

躺 tăng 横になる 涩 sè (お茶などが)渋い 

讨论 tăolùn 討論する 善良 shànliáng 善良である 

提高 tígāo 向上させる 深刻 shēnkè 深刻である、深い 

提前 tíqián (予定を)早める 生动 shēngdòng 生き生きしている 

跳舞 tiàowǔ ダンスをする 适当 shìdàng 適当である 

听懂 tīngdǒng (聞いて)わかる 舒服 shūfu 気分がよい 

通知 tōngzhī 知らせる 顺利 shùnlì 順調である 

头疼 tóuténg 頭痛がする 死板 sĭbăn 融通が利かない 

退休 tuìxiū 退職する 调皮 tiáopí いたずらである 

问路 wènlù 道を尋ねる 完整 wánzhěng 整っている 

握手 wòshǒu 握手する 危险 wēixiăn 危険である、危ない 

牺牲 xīshēng 犠牲にする 温暖 wēnnuăn 温暖である、暖かい 

习惯 xíguàn 慣れる 温顺 wēnshùn おとなしい 

洗手 xĭshǒu 手を洗う 无私 wúsī 無私である 

辛苦 xīnkǔ 苦労をかける 嘻嘻 xīxī にこにこ笑うさま 

心想 xīnxiăng 黙って考える 详细 xiángxì 詳しい 

想法 xiăngfă 方法や手段を考える 補語 派生的用法 

想念 xiăngniàn 懐かしむ 
出来 chūlai 

見分ける 

接続詞 譲歩・逆接 現われてくる 

即使 A，也 B jíshĭA，yěB たとえ Aでも Bだ 过来 guòlai 元の状態や正常に戻る 

尽管 A，还是 B 
jĭnguănA， 

háishìB 

Aであったとしても

Bだ 
起来 qĭlai 

動作・状態の開始 

分散→集中(しまう) 

就是 A，也 B jiùshìA，yěB たとえ Aでも Bだ 
下来 xiàlai 

固定させる 

A，就是 B A，jiùshìB ～、しかし Bだ 強い→弱いに落ち着く 

A 是 A，但是/ 

不过 B 

AshìA，dànsh

ì 

/búguòB 

Aは A だが、しかし

Bだ        
下去 xiàqu 

～し始め、続けていく 

マイナスの状態が落着く 
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３級単語リスト⑪ 

接続詞 条件  名詞 

不管 A，也/都 B bùguănA， 

yě/dōuB 
Aであろうと Bだ 

职员 zhíyuán 職員 

质量 zhìliàng 品質 

不论 A，也/都 B 
búlùnA, yě/ 

dōuB 

たとえ Aだろうが

Bだ 

志气 zhìqi 気概、意気 

中年 zhōngnián 中年 

A 也好， B也好， 

都 C 
Ayěhăo， 

Byěhăo，dōuC 

Aもいい Bもいい 

、Ｃだ 

中药 zhōngyào 漢方薬 

重量 zhòngliàng 重量、重さ 

只要 A，就 B zhĭyàoA，jiù

B 
Aしさえすれば Bだ 

周末 
zhōumò 

週末 

只有 A，才 B zhĭyǒuA，cá

iB 
Aしてこそ Bだ 

周围 
zhōuwéi 

周囲、回り 

接続詞 呼応 主持人 zhǔchírén 司会者、主催者 

疑問詞～，就 

疑問詞… 

疑問詞～，ji

ù疑問詞…， 
～ならば～する 

主席 zhǔxí 主席 

住宅 zhùzhái 住宅 

越 A，(就)越 B 
yuèA，(jiù) 

yuèB 

Aすればするほど

B 
专场 zhuānchăng 

劇場が特定の観客の

ために行う特別興行 

動詞 专业 zhuānyè 専門 

象征 xiàngzhēng 象徴する 桌椅 zhuōyĭ 机と椅子 

写字 xiězì 字を書く 资料 zīliào 資料 

修改 xiūgăi 改訂する 自然 zìrán 自然 

修理 xiūlĭ 修理する 足球 zúqiú サッカ― 

训练 xùnliàn 訓練する 祖国 zǔguó 祖国 

研究 yánjiū 研究・検討する 尊称 zūnchēng 尊称 

养育 yăngyù 養育する・育てる 做法 zuòfă やり方、作り方 

赢 yíng 勝つ 座钟 zuòzhōng 置時計 

影响 yĭngxiăng 影響する 形容詞 

游泳 yóuyǒng 泳ぐ 小气 xiăoqi けちである 

原谅 yuánliàng 許す 幸运 xìngyùn 幸運である 

运动 yùndòng 運動する 油腻 yóunì 脂っこい 

赞成 zànchéng 賛成する 有趣 yǒuqù おもしろい 

增加 zēngjiā 増加する、増やす 愉快 yúkuài 愉快である 

长大 zhăngdà 成長する 脏 zāng 汚い 

掌握 zhăngwò 把握する 真正 zhēnzhèng 本当の、真の 

照看 zhàokàn 世話して管理する 正经 zhèngjing 真面目である 

照相 zhàoxiàng 写真を撮る 自私 zìsī 利己的である 

争吵 zhēngchăo 言い争う    
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３級単語リスト⑫ 

接続詞 目的  

为了 A，

(而)B 
wèileA，(ér)B 

Aのために Bをす

る 

 
 

 

A，以便 B A，yĭbiànB 
Aをするのは Bの

ためだ 

 
 

 

A，以免 B A，yĭmiănB 
Aをするのは Bし

ないためだ 

 
 

 

動詞    

挣 zhèng (お金を)稼ぐ 
  

 

指导 zhĭdăo 指導する 

指点 zhĭdiăn 指し示す、教える    

主张 zhǔzhāng 主張する    

住院 zhùyuàn 入院する    

专程 zhuānchéng 
わざわざ出かけて

いく 

 
 

 

 

专攻 

 

zhuāngōng 

 

専攻する 

   

   

抓 

转告 
zhuā 

zhuăngào 

つかむ、捕まえる 

伝言する 

   

   

准备 zhǔnbèi 準備する    

走路 zǒulù 道を歩く    

 


