
１． 同僚（どうりょう） ／ 同事 

日：彼女は私の同僚です。 

中：她是我的同事 

２． 家賃（やちん） ／ 房租 

日：このアパートは家賃が安い。 

中：這個公寓房租很便宜 

３． ボーナス ／ 獎金 

日：うちの会社は毎年ボーナスが出る。 

中：我們公司每年發獎金 

４． 天井（てんじょう） ／ 天花板 

日：この部屋は天井が低い。 

中：這個房間的天花板很低 

５． チャンス ／ 機會 

日：これが最後のチャンスです。 

中：這是最後一次機會 

６． 孫（まご） ／ 孫子 

日：鈴木さんは孫が８人います。 

中：鈴木先生有 8 個孫子 

７． 被害（ひがい） ／ 損失 

日：台風によって大きな被害を受けた。 

中：因為颱風遭受了巨大的損失 

８． プライド ／ 自尊心 

日：彼はプライドが高い。 

中：他自尊心很高 

９． 景気（けいき） ／ 景氣 

日：景気が悪いので仕事が見つからない。 

中：因為景氣不好,所以找不到工作 

１０． 売り切れ（うりきれ） ／ 已售完 

日：この店のケーキはいつもすぐ売り切れになる。 

中：這間店的蛋糕總是很快就賣完 

１１． 調子（ちょうし） ／ 狀況  

日：最近、お腹の調子が悪い。 

中：最近肚子不舒服 

１２． 物価（ぶっか） ／ 物價 

日：ここ数年、物価が上がっている。 

中：這幾年物價變高了 



１３． 無料（むりょう） ／ 免費 

日：この自転車は無料で利用できます。 

中：這腳踏車是可以免費使用 

１４． バーゲン ／ 大打折 

日：デパートでは今日からバーゲンが始まります。 

中：百貨公司從今天開始有大打折活動 

１５． 家事（かじ） ／ 家事 

日：うちの夫はよく家事を手伝ってくれます。 

中：我們家的老公是常常幫忙做家事 

１６． キャプテン ／ 隊長 

日：彼はサッカー部のキャプテンです。 

中：他是足球隊的隊長 

１７． 徒歩（とほ） ／ 步行 

日：ホテルから駅までは徒歩で５分ぐらいです。 

中：從飯店到車站是走路大概 5 分鐘 

１８． 部品（ぶひん） ／ 零件 

日：秋葉原でパソコンの部品を買いました。 

中：在秋葉原買了電腦的零件 

１９． 給料（きゅうりょう） ／ 薪水 

日：この会社は給料がいい。 

中：這間公司薪水不錯 

２０． 釣り（つり） ／ 釣魚 

日：私の趣味は釣りです。 

中：我的愛好是釣魚 

２１． スタッフ ／ 員工 

日：このレストランのスタッフはみんな親切です。 

中：這間餐廳的員工大家都很親切 

２２． 独身（どくしん） ／ 單身 

日：彼女はまだ独身です。 

中：她還是單身 

２３． ストレス ／ 壓力 

日：最近、仕事のストレスで胃が痛い。 

中：最近因為工作的壓力而胃痛 

２４． 親友（しんゆう） ／ 好朋友 

日：彼は私にとって大切な親友です。 

中：他是對我來說很重要的好朋友 



２５． 偽物（にせもの） ／ 冒牌貨 

日：この時計は偽物です。 

中：這手錶是冒牌貨 

２６． 上司（じょうし） ／ 上司 

日：仕事の悩みを上司に相談した。 

中：跟上司商量了工作上的煩惱 

２７． ポスター ／ 海報 

日：映画館の入り口に、映画のポスターが貼られている。 

中：在電影院入口貼著電影的海報 

２８． 雰囲気（ふんいき） ／ 氣氛 

日：駅前のレストランはとても雰囲気がいいです。 

中：在車站前的餐廳是氣氛很好 

２９． 訳（わけ） ／ 原因 

日：遅刻した訳を先生に説明しました。 

中：我跟老師說明遲到的理由 

３０． テーマ ／ 主題 

日：この作品のテーマは愛です。 

中：這個作品的主題是愛 

３１． 人生（じんせい） ／ 人生 

日：今日は人生で最高の日だ。 

中：今天是我的人生中最棒的一天 

３２． 好き嫌い（すききらい） ／ 挑食 

日：うちの子は好き嫌いが多い。 

中：我家的孩子很會挑食 

３３． 雄・雌（おす・めす） ／ 公母 

日：この犬は雌です。 

中：這隻狗是母的 

３４． 犯人（はんにん） ／ 犯人 

日：犯人はまだ捕まっていません。 

中：犯人還沒抓到 

３５． せき ／ 咳嗽 

日：風邪で咳がひどい。 

中：因為感冒,咳嗽嚴重 

３６． 腰（こし） ／ 腰 

日：ずっと座っていたので、腰が痛い。 

中：因為一直坐著,所以腰很痛 



３７． 履歴書（りれきしょ） ／ 履歷書 

日：会社に履歴書を送った。 

中：給公司寄了履歷書 

３８． エンジン ／ 引擎 

日：エンジンの調子が悪い。 

中：引擎的狀況不好 

３９． ローン ／ 貸款 

日：家のローンはまだ２０年ある。 

中：房貸還有二十年 

４０． 人気（にんき） ／ 受歡迎 

日：この歌は今一番人気がある。 

中：這首歌現在最受歡迎 

４１． サークル ／ 社團 

日：大学で野球サークルに入った。 

中：在大學加入了棒球社團 

４２． 印鑑（いんかん） ／ 印章 

日：免許証と印鑑を持って来てください。 

中：請您帶駕照和印章來 

４３． 関心（かんしん） ／ 關心 

日：若い人は、政治に関心のない人が多い。 

中：很多年輕人對政治沒有關心 

４４． マスク ／ 口罩 

日：最近、マスクが不足している。 

中：最近口罩不足 

４５． 悩み（なやみ）／ 煩惱 

日：何か悩みがあったら言ってください。 

中：如果有什麼煩惱,請告訴我 

４６． 自信（じしん） ／ 自信 

日：私は自分に自信がない。 

中：我對自己沒有自信 

４７． ユーモア ／ 幽默 

日：あの先生はとてもユーモアがある。 

中：那個老師很幽默 

４８． 口座（こうざ） ／ 帳戶 

日：新しい口座を開いた。 

中：開了新的帳戶 



４９． 不満（ふまん） ／ 不滿 

日：仕事に不満があったので、会社を辞めた。 

中：因為我對工作有不滿,所以離職了 

５０． 学歴（がくれき） ／ 學歷 

日：いい会社に入るには、学歴が重要だ。 

中：如果要進去好公司,學歷是很重要的 

５１． 持ち主（もちぬし） ／ 主人 

日：傘の持ち主を探したが見つからなかった。 

中：尋找了雨傘的主人,但沒有找到 

５２． 毛布（もうふ） ／ 毯子 

日：寒かったので毛布を掛けた。 

中：因為冷,蓋了毯子 

５３． ドラマ ／ 連續劇 

日：最近のドラマはあまり面白くない。 

中：最近的連續劇不太好看 

５４． 祭り（まつり） ／ 祭典 

日：夏は全国で様々な祭りがある。 

中：夏天在全國有各式各樣的祭典 

５５． 運賃（うんちん） ／ 車費 

日：神戸から大阪までの運賃は３００円です。 

中：從神戶到大阪的車費是 300 日圓 

５６． 不安（ふあん） ／ 不安 

日：一人で海外旅行へ行くのは少し不安だ。 

中：一個人去海外旅行有點不安 

５７． 幸せ（しあわせ） ／ 幸福 

日：私はご飯を食べている時が一番幸せだ。 

中：我是吃飯的時候最幸福 

５８． 資格（しかく） ／ 資格 

日：学校の先生になるには資格が必要だ。 

中：如果要當老師的話需要考資格 

５９． 体調（たいちょう） ／ 健康狀況 

日：体調が悪かったので、会社を休んだ。 

中：因為身體不舒服,所以跟公司請假了 

６０． 好み（このみ） ／ 喜好 

日：食べ物の好みは人それぞれだ。 

中：對食物的喜好每個人都不一樣 



６１． 健康（けんこう） ／ 健康 

日：毎日、健康のために散歩している。 

中：為了健康每天去散步 

６２． 友人（ゆうじん） ／ 朋友 

日：彼は大学時代の友人です。 

中：他是大學時期的朋友 

６３． 選手（せんしゅ） ／ 選手 

日：彼はプロのサッカー選手です。 

中：他是職業的足球選手 

６４． コーチ ／ 教練 

日：あのコーチはとても厳しい。 

中：那位教練非常嚴格 

６５． 定食（ていしょく） ／ 定食 

日：この食堂の定食はとてもおいしい。 

中：這間食堂的定食非常好吃 

６６． 食器（しょっき） ／ 餐具 

日：IKEA で新しい食器を買った。 

中：在 IKEA 買了新的餐具 

６７． 温泉（おんせん） ／ 溫泉 

日：九州には有名な温泉がたくさんある。 

中：九州有很多有名的溫泉 

６８． 領収書（りょうしゅうしょ） ／ 收據 

日：領収書をください。 

中：請給我收據 

６９． 材料（ざいりょう） ／ 材料 

日：ケーキを作るための材料を買った。 

中：買了做蛋糕的材料 

７０． スイッチ ／ 開關機 

日：スイッチをオフにしてください。 

中：請你關掉開關機 

７１． オフィス ／ 辦公室 

日：私のオフィスは駅の近くにある。 

中：我的辦公室在車站附近 

７２． パイロット ／ 飛航員 

日：パイロットになるのが私の夢です。 

中：當飛航員是我的夢想 



７３． 地下（ちか） ／ 地下 

日：このデパートの地下にはレストランがある。 

中：這間百貨公司的地下有餐廳 

７４． 政府（せいふ） ／ 政府 

日：私は政府に不満がある。 

中：我對政府有不滿 

７５． イベント ／ 活動 

日：学校のイベントに参加する。 

中：參加學校的活動 

７６． 教科（きょうか） ／ 科目 

日：私の好きな教科は数学です。 

中：我喜歡的科目是數學 

７７． 成績（せいせき） ／ 成績 

日：今回の成績はクラスで２番目だった。 

中：這次成績是在班上第二名了 

７８． 生（なま） ／ 生 

日：豚肉は生では食べられない。 

中：豬肉是不能生吃 

７９． 普段（ふだん） ／ 平常 

日：普段は家で仕事をしています。 

中：平常在家工作 

８０． 年齢（ねんれい） ／ 年齡 

日：この映画は年齢制限がある。 

中：這部電影有年齡限制 

８１． 才能（さいのう） ／ 才華 

日：彼はピアノの才能がある。 

中：他有鋼琴的才華 

８２． 目上（めうえ） ／ 長輩 

日：目上の人には敬語を使った方がいいですよ。 

中：跟長輩是用敬語比較好喔 

８３． プラスチック ／ 塑膠 

日：ペットボトルはプラスチックでできている。 

中：寶特瓶是用塑膠製作的 

８４． ダム ／ 水庫 

日：この村には大きなダムがある。 

中：這個村有很大的水庫 



８５． 選挙（せんきょ） ／ 選舉 

日：この国は四年に一度、選挙が行われる。 

中：這個國家是四年一次舉辦選舉 

８６． 教師（きょうし） ／ 教師 

日：私の仕事は小学校の教師です。 

中：我的工作是國小教師 

８７． スタイル ／ 身材 

日：彼女はスタイルがいい。 

中：她身材很好 

８８． 機会（きかい） ／ 機會 

日：機会があったら、また日本へ行きたい。 

中：如果有機會,我想再去日本 

８９． 瞬間（しゅんかん） ／ 瞬間 

日：出会った瞬間、好きになった。 

中：再相遇的瞬間,就喜歡上了 

９０． 以前（いぜん） ／ 以前 

日：ここには以前来たことがある。 

中：這裡以前有來過 

９１． 態度（たいど） ／ 態度 

日：あの店員は態度が悪い。 

中：那個店員態度不好 

９２． 日用品（にちようひん） ／ 生活用品 

日：この店ではいろいろな日用品を売っている。 

中：這間店有在賣各式各樣的生活用品 

９３． 作品（さくひん） ／ 作品 

日：これは彼の作品です。 

中：這是他的作品 

９４． 俳優（はいゆう） ／ 演員 

日：彼は日本で有名な俳優です。 

中：他是在日本很有名的演員 

９５． 従業員（じゅうぎょういん） ／ 員工 

日：この会社の従業員は２０名です。 

中：這間公司的員工是二十個人 

９６． 屋根（やね） ／ 屋頂 

日：台風の影響で屋根が壊れた。 

中：因為颱風的影響,屋頂壞掉了 



９７． 香り（かおり） ／ 香味 

日：このティッシュは花の香りがします。 

中：這個衛生紙有花香味 

９８． 都会（とかい） ／ 都市 

日：私は都会の生活が大好きだ。 

中：我非常喜歡都市的生活 

９９．税金（ぜいきん） ／ 稅金 

日：この国は税金が高い。 

中：這個國家的稅金很高 

１００． 笑顔（えがお） ／ 笑臉 

日：彼女の笑顔はとてもかわいい。 

中：她的笑容非常可愛 

１０１． 心臓（しんぞう） ／ 心臟 

日：この映画は心臓に悪い。 

中：這部電影對心臟不好 

１０２． 胃（い） ／ 胃 

日：お酒を飲みすぎて、胃が痛い。 

中：因為喝太多酒,胃很痛 

１０３． 涙（なみだ） ／ 眼淚 

日：感動して、涙が出た。 

中：因為感動而流眼淚了 

１０４． 知り合い（しりあい） ／ 認識 

日：鈴木さんと知り合いですか？ 

中：你有認識鈴木先生嗎? 

１０５． ドレス ／ 禮服 

日：友人の結婚式に参加するため、ドレスを買った。 

中：為了參加朋友的婚禮,買了禮服 

１０６． 企業（きぎょう） ／ 企業 

日：この会社はアメリカの企業です。 

中：這間公司是美國的企業 

１０７． クレジットカード ／ 信用卡 

日：クレジットカードが使えますか？ 

中：可以使用信用卡嗎? 

１０８． 観客（かんきゃく） ／ 觀眾 

日：今日は土曜日なので観客が多い。 

中：因為今天是星期六,所以觀眾很多 



１０９． 物語（ものがたり） ／ 故事 

日：この物語はとても悲しい。 

中：這個故事是非常悲傷 

１１０． 本社（ほんしゃ） ／ 總公司 

日：私は東京の本社で働いています。 

中：我在東京的總公司上班 

１１１． チャイム ／ 校锺 

日：この学校は一時間ごとにチャイムが鳴る。 

中：這個學校是每一個小時響校鐘 

１１２． 考え（かんがえ） ／ 想法 

日：あなたの考えを教えてください。 

中：請告訴我你的想法 

１１３． グループ ／ 團體 

日：グループに分かれて話し合った。 

中：分團體進行了討論 

１１４． 費用（ひよう） ／ 費用 

日：旅行の費用を計算する。 

中：算旅遊的費用 

１１５． 小銭（こぜに） ／ 零錢 

日：財布に小銭が入っています。 

中：錢包裡有零錢 

１１６． 疑問（ぎもん） ／ 疑問 

日：なにか疑問はありますか？ 

中：有什麼疑問嗎? 

１１７． 書類（しょるい） ／ 資料 

日：書類をまとめる。 

中：整理資料 

１１８． 目標（もくひょう） ／ 目標 

日：今年の目標を決める。 

中：決定今年的目標 

１１９． 本物（ほんもの） ／ 真貨 

日：この時計は本物です。 

中：這手錶是真貨 

１２０． 深夜（しんや） ／ 半夜 

日：深夜にラーメンを食べた。 

中：半夜吃了拉麵 



１２１． 魅力（みりょく） ／ 魅力 

日：彼女はとても魅力がある人だ。 

中：她是很有魅力的人 

１２２． 主婦（しゅふ） ／ 家庭主婦 

日：子供が生まれてから主婦をしている。 

中：生小孩之後做家庭主婦 

１２３． デザート ／ 甜點 

日：このレストランのデザートはおいしい。 

中：這間餐廳的甜點非常好吃 

１２４． 寮（りょう） ／ 宿舍 

日：この大学には学生寮がある。 

中：這所大學有學生宿舍 

１２５． 歌手（かしゅ） ／ 歌手 

日：私の夢は歌手になることです。 

中：我的夢想是當歌手 

１２６． 収入（しゅうにゅう） ／ 收入 

日：私の一か月の収入は２０万円です。 

中：我的一個月的收入是 20 萬日圓 

１２７． 服装（ふくそう） ／ 服裝 

日：明日の服装を決めます。 

中：決定明天的服裝 

１２８． 係（かかり） ／ 負責人 

日：分からないことは係の人に聞いてください。 

中：如果有什麼不懂的請問負責人 

１２９． 一生（いっしょう） ／ 一生 

日：今回の旅行は一生の思い出です。 

中：這次的旅行是我的終生回憶 

１３０． 効果（こうか） ／ 效果 

日：この薬は効果がある。 

中：這個藥有效 

１３１． 評判（ひょうばん） ／ 評價 

日：このレストランの評判はいい。 

中：這間餐廳的評價很好 

１３２． 種類（しゅるい） ／ 種類 

日：コーヒーにはいろんな種類がある。 

中：咖啡有各種種類 



１３３． 秘密（ひみつ） ／ 秘密 

日：この家族には秘密がある。 

中：這個家族有個秘密 

１３４． 印象（いんしょう） ／ 印象 

日：初めて彼に会った時の印象は悪かった。 

中：第一次見他的時候的印象是不好的 

１３５． クレーム ／ 客訴 

日：商品に問題があり、客からクレームが来た。 

中：因為商品有問題,客人提出了客訴 

１３６． 首都（しゅと） ／ 首都 

日：日本の首都は東京です。 

中：日本的首都是東京 

１３７． 正解（せいかい） ／ 答案 

日：正解は３０ページを見てください。 

中：答案請看三十頁 

１３８． 金額（きんがく） ／ 金額 

日：合計金額は１万５０００円です。 

中：總金額是 1 萬 5000 日圓 

１３９． 個人（こじん） ／ 個人 

日：テニスは個人のスポーツだ。 

中：網球是個人的運動 

１４０． 参加する（さんか） ／ 參加 

日：友人の結婚式に参加しました。 

中：參加了朋友的婚禮 

１４１． 外出する（がいしゅつ） ／ 外出 

日：外出するときは、鍵をフロントに預けてください。 

中：外出時,請把鑰匙交給櫃台 

１４２． 徹夜する（てつや） ／ 通宵 

日：昨日は徹夜したのでとても眠いです。  

中：因為昨天有通宵,所以好睏 

１４３． チャレンジする ／ 挑戰 

日：今年は新しいことにチャレンジしたいです。 

中：今年我想挑戰新的事情 

１４４． メモする ／ 筆記 

日：重要なことはメモしてください。 

中：重要的是請你筆記 



１４５． 受験する（じゅけん） ／ 報考 

日：田中さんも日本語検定を受験するそうです。 

中：聽說田中先生也要考日語檢定 

１４６． オープンする ／ 開店 

日：駅前のパン屋さんは先月オープンしました。 

中：車站前的麵包店是上個月開店的 

１４７． 記入する（きにゅう） ／ 填寫 

日：お名前とご住所をご記入ください。 

中：請填寫您的名字和地址 

１４８． 渋滞する（じゅうたい） ／ 塞車 

日：渋滞していたので、遅れてしまいました。 

中：因為有塞車,所以遲到了 

１４９． 流行する（りゅうこう） ／ 流行 

日：最近風邪が流行しているので、気を付けてください。 

中：最近流行感冒,請注意 

１５０． キャンセルする ／ 取消 

日：台風のため旅行をキャンセルしました。 

中：因為颱風的關係,取消旅行了 

１５１． 緊張する（きんちょう） ／ 緊張 

日：面接のとき緊張してうまく話せませんでした。 

中：面試的時候因為很緊張而沒辦法好好講話了 

１５２． 不足（ふそく）する ／ 不足 

日：今年は雨が少ないので、水が不足している。 

中：因為今年很少下雨,所以水不足 

１５３． 出張する（しゅっちょう） ／ 出差 

日：来週から東京に出張することになりました。 

中：決定下周起到東京出差了 

１５４． 優勝する(ゆうしょう) ／ 冠軍 

日：今年のワールドカップはドイツが優勝しました。 

中：今年的世界盃德國獲得了冠軍 

１５５． 比較する(ひかく) ／ 比較 

日：日本人は他の国の人と比較すると時間に厳しい。 

中：日本人是跟其他國家的人比較起來對時間很嚴格 

１５６． オーバーする ／ 超過 

日：今回の旅行は予算をオーバーしてしまった。 

中：這次的旅行不小心超過預算了 



１５７． 注目する(ちゅうもく) ／ 注目 

日：彼は私が今一番注目している選手です。 

中：他是現在我最看好的選手 

１５８． 影響する(えいきょう) ／ 影響 

日：人身事故の影響で電車が止まっている。 

中：由於人身事故的影響,電車停了 

１５９． 減少する(げんしょう) ／ 減少 

日：コロナの影響で観光客が減少している。 

中：由於疫情的影響,觀光客在減少 

１６０． 表現する（ひょうげん） ／ 表達 

日：彼は自分の気持ちを表現するのが下手だ。 

中：他不太會表達自己的心 

１６１． 到着する（とうちゃく） ／ 到達 

日：飛行機は１０時に到着します。 

中：飛機十點到達 

１６２． 信用する（しんよう） ／ 信任 

日：彼のいうことは信用できない。 

中：無法信任他說的話 

１６３． 世話をする（せわ） ／ 照顧 

日：毎日子供の世話をするのは大変だ。 

中：每天照顧小孩是很辛苦 

１６４． 苦労する（くろう） ／ 辛苦 

日：若いときはお金がなくて苦労した。 

中：年輕的時候因為沒有錢而很辛苦 

１６５． 我慢する（がまん） ／ 忍耐 

日：お腹がすいて、もう我慢できない。 

中：肚子餓到再也忍不住了 

１６６． トレーニングする ／ 訓練 

日：来年の試合のために毎日トレーニングしている。 

中：為了明年的比賽,每天做訓練 

１６７． 後悔する（こうかい） ／ 後悔 

日：後悔したくないので挑戦することにした。 

中：因為不想後悔,所以決定挑戰了 

１６８． 期待する（きたい） ／ 期待 

日：そんなに期待しないでください。 

中：不要那麼期待 



１６９． 集中する（しゅうちゅう） ／ 集中精神 

日：うるさくて、勉強に集中できない。 

中：因為太吵沒辦法專心學習 

１７０． 誤解する（ごかい） ／ 誤會 

日：誤解しないでください。 

中：請你不要誤會 

１７１． 想像する（そうぞう） ／ 想像 

日：１０年後の自分を想像してみてください。 

中：請你想像 10 年後的自己 

１７２． 勘違いする（かんちがい） ／ 搞錯 

日：すみません。勘違いしていました。 

中：對不起,我搞錯了 

１７３． 重視する（じゅうし） ／ 重視 

日：デザインより価格を重視して服を選ぶ。 

中：比起設計,更重價格來選擇衣服 

１７４． ドライブする ／ 兜風 

日：週末にドライブするのが私の楽しみです。 

中：周末去兜風是我的樂趣 

１７５． 外食する（がいしょく） ／ 在外面吃飯 

日：月に一回家族で外食する。  

中：每個月一次會跟家人在外面吃飯 

１７６． 変更する（へんこう） ／ 更改 

日：パスワードを変更した。 

中：更改了密碼 

１７７． 調節する（ちょうせつ） ／ 調整 

日：少し寒かったのでクーラーの温度を調節した。 

中：因為有點冷,所以調整了冷氣的溫度 

１７８． 保存する（ほぞん） ／ 保存 

日：お肉を冷凍庫に保存した。 

中：把肉保存在冷凍庫裡 

１７９． 混雑する（こんざつ） ／ 擁擠 

日：この駅は朝の時間とても混雑している。 

中：這個車站早上的時候非常擁擠 

１８０． 満足する（まんぞく） ／ 滿足 

日：私は今の生活に満足している。 

中：我對現在的生活很滿足 



１８１． 感動する（かんどう） ／ 感動 

日：初めて雪を見て感動した。 

中：第一次看到雪感動了 

１８２． 握手する（あくしゅ） ／ 握手 

日：最後にみんなと握手した。 

中：最後跟大家握手了 

１８３． 成功する（せいこう） ／ 成功 

日：初めて実験に成功した。 

中：第一次實驗成功了 

１８４． 改善する（かいぜん） ／ 改善 

日：健康のために、生活習慣の改善が必要だ。 

中：為了健康,需要改善生活習慣 

１８５． 禁止する（きんし） ／ 禁止 

日：ここでは釣りが禁止されている。 

中：這裡被禁止釣魚 

１８６． セットする ／ 設置 

日：目覚まし時計を６時にセットした。 

中：設了六點的鬧鐘 

１８７． ノックする ／ 敲門 

日：部屋に入るときは先にノックしてください。 

中：如果要進去房間,請你先敲門 

１８８． 支度する（したく） ／ 準備 

日：帰って夕食の支度をします。 

中：回家之後準備晚餐 

１８９． 募集する（ぼしゅう） ／ 招募 

日：このコンビニは今アルバイトを募集している。 

中：這便利商店現在招募工讀生 

１９０． 見学する（けんがく） ／ 參觀 

日：初めて車の工場を見学した。 

中：第一次參觀汽車工廠了 

１９１． 返信する（へんしん） ／ 回信 

日：LINE の返信をする。 

中：回 LINE  

１９２． 上達する（じょうたつ） ／ 進步 

日：日本語がなかなか上達しません。 

中：日文很難進步 



１９３． 乾燥する（かんそう） ／ 乾燥 

日：日本の冬はとても乾燥している。 

中：日本的冬天是非常乾燥 

１９４． 延期する（えんき） ／ 延期 

日：雨で試合が延期になった。 

中：因為雨天,比賽延期了 

１９５． 駐車する（ちゅうしゃ） ／ 停車 

日：ここに駐車してはいけません。 

中：不可以在這裡停車 

１９６． 記録する（きろく） ／ 紀錄 

日：子供の成長を記録する。 

中：把小孩子的成長紀錄下來 

１９７． 暗記する（あんき） ／ 背 

日：単語を暗記する。 

中：背單字 

１９８． 集合する（しゅうごう） ／ 集合 

日：明日は８時に駅前に集合してください。 

中：請你明天八點在車站前集合 

１９９． 修理する（しゅうり） ／ 修理 

日：修理してもらえませんか？ 

中：可不可以幫我修理? 

２００． 営業する（えいぎょう） ／ 營業 

日：このお店は夜１０時まで営業している。 

中：這間店營業到晚上十點 

２０１． 借金する（しゃっきん） ／ 借錢 

日：家を買うために、銀行から借金した。 

中：為了買房子,跟銀行借了錢 

２０２． 契約する（けいやく） ／ 契約 

日：契約を更新する。 

中：更新契約 

２０３． 翻訳する（ほんやく） ／ 翻譯 

日：中国語を日本語に翻訳する。 

中：把中文翻譯成日文 

２０４． 管理する（かんり） ／ 管理 

日：このマンションは A 社が管理している。 

中：這間公寓是由 A 公司來管理 



２０５． 報告する（ほうこく） ／ 報告 

日：結果を上司に報告する。 

中：把結果向上司報告 

２０６． 発表する（はっぴょう） ／ 發表 

日：新しい商品を発表する。 

中：發表新的產品 

２０７． 貯金する（ちょきん） ／ 存錢 

日：毎月１万円貯金している。 

中：每個月有存一萬日幣 

２０８． 倒産する（とうさん） ／ 倒閉 

日：この会社はコロナの影響で倒産した。 

中：這間公司是因為疫情的關係倒閉了 

２０９． 両替する（りょうがえ） ／ 換幣 

日：台湾元を日本円に両替する。 

中：把台幣換成日幣 

２１０． 整理する（せいり） ／ 整理 

日：引き出しの中を整理する。 

中：整理抽屜裡的東西 

２１１． 停電する（ていでん） ／ 停電 

日：台風の影響で停電した。 

中：因為颱風的關係,停電了 

２１２． ラップする ／ 弄保鮮膜 

日：ラップをして冷蔵庫に入れる。 

中：弄保鮮膜之後放冰箱 

２１３． 節約する（せつやく） ／ 節約 

日：旅行に行くために節約している。 

中：為了去旅遊在節約 

２１４． 試食する（ししょく） ／ 試吃 

日：どうぞ試食してください。 

中：請試吃 

２１５． 演奏する（えんそう） ／ 演奏 

日：学園祭でギターを演奏するつもりだ。 

中：在學園祭的時候打算演奏吉他 

２１６． 尊敬する（そんけい） ／ 尊敬 

日：私は母を尊敬している。 

中：我很尊敬母親 



２１７． 無視する（むし） ／ 無視 

日：無視しないでください。 

中：請你不要無視我 

２１８． 交際する（こうさい） ／ 交往 

日：私は彼女と交際して三年が経つ。 

中：我跟她交往已經三年了 

２１９． 活動する（かつどう） ／ 活動 

日：ボランティア活動に参加する。 

中：參加義工活動 

２２０． レンタルする ／ 租 

日：神戸では自転車をレンタルすることが出来ます。 

中：在神戶可以租腳踏車 

２２１． 経営する（けいえい） ／ 經營 

日：彼はカフェを経営している。 

中：他在經營咖啡廳 

２２２． デザインする ／ 設計 

日：このカバンのデザインはいまいちだ。 

中：這個包包的設計不怎麼樣 

２２３． 通勤する（つうきん） ／ 上下班 

日：私は電車で通勤している。 

中：我是搭電車上下班 

２２４． 観察する（かんさつ） ／ 觀察 

日：花の成長を観察する。 

中：觀察花的成長 

２２５． 販売する（はんばい） ／ 販賣 

日：この駅ではうどんを販売している。 

中：這個車站有販賣烏龍麵 

２２６． 配達する（はいたつ） ／ 送貨 

日：今注文すれば、明日の夜までに配達してくれる。 

中：如果現在訂的話,明天晚上之前送到貨 

２２７． 冷凍する（れいとう） ／ 冷凍 

日：ごはんを冷凍する。 

中：把白飯冷凍起來 

２２８． 宿泊する（しゅくはく） ／ 住宿 

日：新宿のホテルに宿泊する予定です。 

中：預定住在新宿的飯店 



２２９． 訓練する（くんれん） ／ 訓練 

日：半年に一回避難訓練があります。 

中：半年一次有避難訓練 

２３０． 長生きする（ながいき） ／ 長壽 

日：おじいちゃんには長生きしてほしい。 

中：希望爺爺長壽 

２３１． 担当する（たんとう） ／ 負責 

日：この仕事は鈴木さんが担当している。 

中：這個工作是由鈴木先生來負責 

２３２． 検査する（けんさ） ／ 檢查 

日：PCR 検査をしなければならない。 

中：必須要 PCR 檢查 

２３３． 証明する（しょうめい） ／ 證明 

日：無実を証明する。 

中：證明無罪 

２３４． 増加する（ぞうか） ／ 增加 

日：最近、コロナ患者が増加している。 

中：最近有增加疫情患者 

２３５． 携帯する（けいたい） ／ 攜帶 

日：明日は遠足なので、水筒を携帯してください。 

中：因為明天是校外遠足,所以請你攜帶水壺 

２３６． 呼吸する（こきゅう） ／ 呼吸 

日：植物も呼吸している。 

中：植物也在呼吸 

２３７． 理解する（りかい） ／ 理解 

日：他人の気持ちを理解するのは難しい。 

中：理解別人的心是很難 

２３８． 反省する（はんせい） ／ 反省 

日：彼は全然反省していない。 

中：他完全沒有反省 

２３９． 決定する（けってい） ／ 決定 

日：社員旅行は北海道に決定した。 

中：員工旅遊決定要去北海道了 

２４０． 選択する（せんたく） ／ 選擇 

日：A か B か選択してください。 

中：請你選擇 A 或 B 



２４１． 使用する（しよう） ／ 使用 

日： このケーキは卵を使用している。 

中： 這個蛋糕有使用雞蛋 

２４２． 移動する（いどう） ／ 移動 

日：大阪から福岡まで新幹線で移動する。 

中：從大阪到福岡搭新幹線移動 

２４３． 調整する（ちょうせい） ／ 調整 

日：旅行の日程を調整する。 

中：調整旅遊的日期 

２４４． 交換する（こうかん） ／ 交換 

日：クリスマスにプレゼントを交換する。 

中：聖誕節時交換禮物 

２４５． 確認する（かくにん） ／ 確認 

日：忘れ物がないか確認する。 

中：確認有沒有忘記帶東西 

２４６． 興奮する（こうふん） ／ 興奮 

日：興奮して寝られない。 

中：因為興奮而睡不著 

２４７． 手術する（しゅじゅつ） ／ 手術 

日：先月足の手術をした。 

中：上個月做了腳的手術 

２４８． 過ごす（すごす） ／ 度過 

日：お正月はハワイで過ごす予定です。 

中：過年時打算在夏威夷過 

２４９． 敷く（しく） ／ 鋪 

日：ベッドがないので布団を敷いて寝ます。 

中：因為沒有床,所以鋪棉被睡覺 

２５０． 得る（える） ／ 獲得 

日：政府から奨学金を得ています。 

中：通過政府獲得獎學金 

２５１． いじめる ／ 欺負 

日：小学生のころはよくいじめられた。 

中：國小生的時候常常被欺負 

２５２． 付き合う（つきあう） ／ 交往 

日：里香さんは田中さんと付き合っているらしい。 

中：里香小姐是好像跟田中先生交往的樣子 



２５３． 渇く（かわく） ／ 渴 

日：喉が渇きましたね。何か飲みましょう。 

中：口渴了吧。我們喝點東西吧 

２５４． 落ち着く（おちつく） ／ 冷靜 

日：落ち着いてください。 

中：請你冷靜一點 

２５５． 話し合う（はなしあう） ／ 商量 

日：今後の目標についてみんなで話し合った。 

中：跟大家商量了接下來的目標 

２５６． 学ぶ（まなぶ） ／ 學 

日：彼は大学で法律を学んでいる。 

中：他在大學學法律 

２５７． 配る（くばる） ／ 發 

日：今から資料を配ります。 

中：現在開始發資料 

２５８． 信じる（しんじる） ／ 相信 

日：私の話を信じてください。 

中：請你相信我說的話 

２５９． 悩む（なやむ） ／ 煩惱 

日：何を悩んでいるんですか？ 

中：你在煩惱什麼? 

２６０． 断る（ことわる） ／ 拒絕 

日：風邪気味だったので、食事会を断った。 

中：因為有點感冒,所以拒絕了聚餐的邀請 

２６１． 頼る（たよる） ／ 依賴 

日：彼は３０歳になっても親を頼っている。 

中：他到了三十歲還依賴父母 

２６２． 暮らす（くらす） ／ 生活 

日：３年前から神戸で暮らしている。 

中：三年前開始在神戶生活 

２６３． 取り出す（とりだす） ／ 拿出來 

日：カバンから財布を取り出した。 

中：從包包裡拿出錢包來 

２６４． 訳す（やくす） ／ 翻譯 

日：この文章を中国語に訳してください。 

中：請把這句話翻譯成中文 



２６５． 転ぶ（ころぶ） ／ 跌倒 

日：歩きながら携帯見ていたら転ぶよ。 

中：邊走路邊滑手機的話會跌倒喔 

２６６． 眺める（ながめる） ／ 眺望 

日：私は山から眺める景色が大好きだ。 

中：我很喜歡從山上看的風景 

２６７． 編む（あむ）／ 織 

日：子供のマフラーを編んでいる。 

中：我在織小孩子的圍巾 

２６８． 出会う（であう） ／ 相遇 

日：彼女とは北海道で出会いました。 

中：我跟她是在北海道相遇的 

２６９． 疑う（うたがう） ／ 懷疑 

日：なんで私を疑うんですか？ 

中：為甚麼懷疑我? 

２７０． 迷う（まよう） ／ 猶豫 

日：レストランで注文するときいつも迷ってしまう。 

中：在餐廳點餐的時候總是會猶豫 

２７１． 見送る（みおくる） ／ 送別 

日：帰国する友達を見送るために、空港へ行った。 

中：為了送別回國的朋友而去了機場 

２７２． 振る（ふる） ／ 揮 

日：あそこで手を振っているのが山田さんです。 

中：在那裡揮手的人是山田 

２７３． やり直す（やりなおす） ／ 重頭開始 

日：失敗したので、もう一度やり直した。 

中：因為失敗了,所以重頭開始了 

２７４． 残す（のこす） ／ 留下(剩下) 

日：食べきれなかったら、残していいですよ。 

中：如果吃不完,可以剩下喔 

２７５． 認める（みとめる） ／ 承認 

日：彼は自分の間違いを認めようとしない。 

中：他不承認自己的錯誤 

２７６． さぼる ／ 蹺課(班) 

日：彼はいつも学校をさぼっている。 

中：他總是蹺課 



２７７． 閉じる（とじる） ／ 閉 

日：疲れていたので、目を閉じた瞬間寝てしまった。 

中：因為很累,所以閉上眼睛馬上睡著了 

２７８． 慌てる（あわてる） ／ 慌張 

日：そんなに慌てなくても大丈夫ですよ。 

中：不用那麼慌張喔 

２７９． 進める（すすめる） ／ 進行 

日：クリスマスパーティーの準備を進めている。 

中：正在進行聖誕節派對的準備 

２８０． 近づく（ちかづく） ／ 靠近 

日：危ないですから近づかないでください。 

中：因為危險請勿靠近 

２８１． 隠れる（かくれる） ／ 躲起來 

日：うちの猫はびっくりするとすぐに隠れる。 

中：我家的貓如果受到驚嚇會馬上躲起來 

２８２． 隠す（かくす） ／ 藏起來 

日：０点の答案用紙を机の引き出しに隠した。 

中：把 0 分的考卷藏在抽屜裡了 

２８３． 備える（そなえる） ／ 防備 

日：地震に備えて、水を買ってある。 

中：為了防備地震,有買好水 

２８４． 増える・減る ／ 增加・減少 

日：この村は年々人が減っている。 

中：這個村的人口數在逐年減少 

２８５． 誘う（さそう） ／ 邀請 

日：友達を誘って、一緒に動物園へ行った。 

中：邀請朋友,一起去動物園了 

２８６． 諦める（あきらめる） ／ 放棄 

日：絶対にあきらめない。 

中：絕對不要放棄 

２８７． 飽きる（あきる） ／ 膩 

日：この映画はもう何回も見たので飽きた。 

中：這部電影已經看了好幾次,所以看膩了 

２８８． 気付く（きづく） ／ 發現 

日：財布を落としたことに気づいた。 

中：發現掉了錢包 



２８９． 気に入る（きにいる） ／ 中意（喜歡） 

日：この靴はとても気に入っている。 

中：非常喜歡這雙鞋子 

２９０． 助ける（たすける） ／ 救 

日：助けてくれてありがとうございます。 

中：謝謝您救我 

２９１． 祝う（いわう） ／ 慶祝 

日：友達の誕生日をみんなで祝う。 

中：跟大家一起慶祝朋友的生日 

２９２． 許す（ゆるす） ／ 原諒 

日：絶対に許さない。 

中：絕對不會原諒 

２９３． 加える（くわえる） ／ 加 

日：塩を少し加える。 

中：加一點鹽巴 

２９４． まとめる ／ 整理 

日：旅行の荷物をまとめる。 

中：整理旅遊的行李 

２９５． 叫ぶ（さけぶ） ／ 尖叫 

日：びっくりして、叫んでしまった。 

中：因為驚訝,不小心叫出來了 

２９６． 外す（はずす） ／ 弄開 

日：暑かったので、ボタンを外した。 

中：因為很熱,所以把釦子弄開了 

２９７． 現れる（あらわれる） ／ 出現 

日：夜になって月が現れた。 

中：到了晚上,月亮就出現了 

２９８． 確かめる（たしかめる） ／ 確認 

日：年齢を確かめる。 

中：確認年齡 

２９９． 届く（とどく） ／ 收到 

日：両親からの手紙が届いた。 

中：收到了父母的信 

３００． 貯まる（たまる） ／ 存 

日：５万円貯まったら、旅行に行きたいです。 

中：存到 5 萬日圓的話,想去旅遊 



３０１． 捕まる（つかまる） ／ 被抓住（逮捕） 

日：やっと犯人が捕まった。 

中：終於抓到犯人了 

３０２． 経つ（たつ） ／ 經過 

日：この町は１０年経っても変わらない。 

中：這個城市過了十年都沒變 

３０３． 黙る（だまる） ／ 沉默 

日：彼はずっと黙っている。 

中：他一直沉默 

３０４． 混ぜる（まぜる） ／ 攪拌 

日：卵と牛乳を混ぜる。 

中：把雞蛋和牛奶攪拌 

３０５． 当たる（あたる） ／ 中 

日：宝くじが当たった。 

中：中了樂透 

３０６． 受け取る（うけとる） ／ 收到 

日：ラブレターを受け取った。 

中：收到情書 

３０７． 間違える（まちがえる） ／ 弄錯 

日：電話番号を間違えた。 

中：弄錯電話號碼 

３０８． 流す（ながす） ／ 沖（水） 

日：トイレの水を流す。 

中：沖馬桶的水 

３０９． 数える（かぞえる） ／ 數 

日：参加する人の人数を数える。 

中：數一下要參加的人的人數 

３１０． 余る（あまる） ／ 剩餘 

日：余ったおかずを、冷蔵庫に入れておく。 

中：把剩下的菜,放在冰箱裡 

３１１． 含む（ふくむ） ／ 含  

日：この飲み物はアルコールを含んでいる。 

中：這個飲料有含酒精 

３１２． 腐る（くさる） ／ 腐爛 

日：このお肉は腐っています。 

中：這個肉已經爛掉了 



３１３． 繰り返す（くりかえす） ／ 重複 

日：同じ失敗を繰り返してはいけない。 

中：不可以重複同樣的失敗 

３１４． 出来上がる（できあがる） ／ 做好 

日：やっとケーキが出来上がった。 

中：終於做好蛋糕了 

３１５． 詳しい ／ 詳細 

日：陳さんは日本の歴史に詳しい。 

中：陳先生對日本的歷史了解很多 

３１６． 意外（な） ／ 意外的 

日：テストの問題は意外に簡単だった。 

中：考試的題目是很意外的很簡單 

３１７． 賢い ／ 聰明 

日：私が飼っている犬はとても賢い。 

中：我養的狗很聰明 

３１８． 悔しい ／ 不甘心 

日：もう少しで優勝だったのに、とても悔しい。 

中：差一點就能得到冠軍,真不甘心 

３１９． 冷静（な） ／ 冷靜的 

日：地震が起きた時は、冷静に行動しなければならない。  

中：發生地震時,必須冷靜行動 

３２０． 快適（な） ／ 舒適的 

日：この部屋はエアコンがあるのでとても快適です。 

中：這房間有空調,所以很舒適 

３２１． もったいない ／ 可惜 

日：こんな天気のいい日に外に出ないのはもったいない。 

中：這麼好的天氣,不出門是實在太可惜了 

３２２． 新鮮（な） ／ 新鮮的 

日：この市場には新鮮な果物や魚などが売られている。 

中：這個市場有賣新鮮的水果和魚類的 

３２３． きつい ／ 緊 

日：このくつはわたしにはちょっときついです。 

中：這鞋子對我來說有點緊 

３２４． 貴重（な） ／ 寶貴的 

日：貴重なご意見ありがとうございました。 

中：謝謝您寶貴的意見 



３２５． 騒がしい ／ 吵鬧 

日：周りが騒がしくて、電話の声が聞こえない。 

中：因為周圍很吵,聽不到電話的聲音 

３２６． 恐ろしい ／ 可怕 

日：あの先生は怒ると恐ろしい。 

中：那個老師一生氣就很可怕 

３２７． つらい ／ 難過 

日：彼女と別れてとてもつらい。 

中：跟女朋友分手,非常難過 

３２８． 積極的（な） ／ 積極(的) 

日：最近は男性より女性の方が積極的だ。  

中：最近的女生比男生還積極 

３２９． 必死（な） ／ 拼命(的) 

日：もうすぐテストなので、みんな必死に勉強している。 

中：因為快要考試,所以大家在拼命學習 

３３０． 順調（な） ／ 順利(的) 

日：計画は順調に進んでいる。 

中：計畫順利進行中 

３３１． シンプル（な） ／ 簡單(的) 

日：私はシンプルな服装が好きだ。 

中：我喜歡簡單一點的服裝 

３３２． 貧しい ／ 貧窮 

日：あの社長は子供のころは貧しかったそうです。 

中：聽說那個社長小時候很窮的樣子 

３３３． 豊か（な） ／ 豐富(的) 

日：北海道は自然が豊かだ。 

中：北海道自然很豐富 

３３４． 無事（な） ／ 平安(的) 

日：無事に、家に到着した。 

中：平安到家了 

３３５． 急速（な） ／ 迅速(的) 

日：この国はいま急速に発展している。 

中：這個國家現在急速發展中 

３３６． 重大（な） ／ 重大(的) 

日：重大な問題が発生した。 

中：發生了重大問題 



３３７． 一般的（な） ／ 一般(的) 

日：一般的に日本人はご飯が好きです。 

中：一般來說日本人喜歡白飯 

３３８． 独特（な） ／ 獨特的 

日：このスープは独特な香りがする。 

中：這湯有獨特的香味 

３３９． 親しい ／ 親密 

日：結婚式に親しい友人を招待した。 

中：邀請了親密的朋友參加婚宴 

３４０． 苦しい ／ 難受 

日：咳が止まらなくて苦しい。 

中：因為咳嗽不停,很難受 

３４１． 真剣（な） ／ 認真(的) 

日：みんな真剣な顔で先生の話を聞いている。 

中：大家都用認真的表情在聽老師講的話 

３４２． 清潔（な） ／ 乾淨(的) 

日：このレストランのトイレはとても清潔です。 

中：這餐廳的廁所非常的乾淨 

３４３． 楽（な） ／ 輕鬆(的) 

日：どんな仕事も楽ではない。 

中：任何工作都不輕鬆 

３４４． 少々 ／ 稍微 

日：少々お待ちください。 

中：請稍等 

３４５． 全て ／ 全部 

日：これらの本は全て読みました。 

中：這些書全看完了 

３４６． ますます ／ 越來越 

日：最近ますます寒くなってきた。 

中：最近越來越冷了 

３４７． がらがら ／ 空空的 

日：今日は休日なので、電車はがらがらです。 

中：因為今天休假,所以電車裡沒什麼人 

３４８． ぜひ ／ 一定 

日：ぜひまた遊びに来てください。 

中：請一定要再來玩 



３４９． すっきり ／ 爽快 

日：コーヒーを飲んだら、頭がすっきりした。 

中：喝了咖啡後,頭腦很清醒 

３５０． せっかく ／ 好不容易 

日：せっかく準備したのに持ってくるのを忘れました。 

中：好不容易準備了,卻忘記帶來 

３５１． ついに ／ 終於 

日：２年をかけた論文が今日ついに完成しました。 

中：花了兩年的論文今天終於完成了 

３５２． うっかり ／ 不小心 

日：うっかり傘を忘れてきてしまった。 

中：不小心忘記帶雨傘回來 

３５３． こっそり ／ 悄悄 

日：夜中にこっそりケーキを食べた。 

中：在半夜偷偷吃蛋糕 

３５４．さすが ／ 不愧是 

日：さすが部長。お上手です。 

中：不愧是部長,好厲害 

３５５．まるで ／ 簡直像個 

日：日本に来られるなんてまるで夢みたいです。  

中：能來到日本,簡直像個做夢一樣 

３５６．やはり ／ 果然 

日：やはり彼は来ませんでした。 

中：果然他沒有來 

３５７．どうせ ／ 反正 

日：どうせ無料なんだから体験してみたら？ 

中：反正免費,你體驗看看吧? 

３５８．互いに ／ 互相 

日：彼らは互いに助け合って生活している。 

中：他們有互相幫忙生活 

３５９．ちゃんと ／ 好好地 

日：ちゃんと宿題をしましたか？ 

中：你有好好寫功課了嗎? 

３６０．ぐっすり ／ 熟 

日：子供たちは疲れてぐっすり眠っている。 

中：小孩子們累到睡得很熟 



３６１．のんびり ／ 悠閒地 

日：休みの日は家でのんびり過ごします。 

中：休假時我會在家悠閒地過 

３６２．まったく ／ 完全 

日：彼がいたことに全く気付かなかった。 

中：完全沒注意到他在 

３６３．ほっと ／ 放心 

日：家族の無事を聞いて、ほっとした。 

中：聽到家人的平安消息,放心了 

 

 

 

 


