
No 中国語 ピンイン 日本語

1 天干 tiāngān 十干(じゅっかん)。時間と空間をあらわす数詩。
2 甲 jiǎ 甲 (こう / きのえ)。
3 乙 yǐ 乙 (おつ / きのと)。
4 丙 bǐng 丙 (へい / ひのえ)。
5 丁 dīng 丁 (てい / ひのと)。
6 戊 wù 戊 (ぼ / つちのえ)。
7 己 jǐ 己 (き / つちのと)。
8 庚 gēng 庚 (こう / かのえ)。
9 辛 xīn 辛 (しん / かのと)。
10 壬 rén 壬 (じん / みずのえ)。
11 癸 guǐ 癸 (き / みずのと)。
12 生肖 shēngxiào 干支の生まれ年。
13 地支 dìzhī 十二支。
14 十二支 shí'èr zhī 十二支。
15 你属什么? nǐ shǔ shénme あなたの干支は何ですか。何どし生まれ。
16 我属〜的 wǒ shǔ 〜de 私は〜どし生まれです。
17 我的生肖是〜 wǒ de shēngxiào shì〜 私の干支は〜です。
18 老鼠 lǎoshǔ ネズミ。
19 子 zǐ ね。ネズミ。
20 牛 niú 牛。
21 丑 chǒu うし。牛。
22 老⻁ lǎohǔ トラ。
23 寅 yín とら。トラ。
24 兔 tù ウサギ。
25 卯 mǎo う。ウサギ。
26 龙 lóng 龍。
27 辰 chén たつ。龍。
28 蛇 shé ヘビ。
29 ⺒ sì み。ヘビ。
30 ⻢ mǎ 馬。
31 午 wǔ うま。馬。
32 羊 yáng 羊。
33 未 wèi ひつじ。羊。
34 猴子 hóuzi 猿。
35 申 shēn さる。猿。
36 鸡 jī ニワトリ。
37 酉 yǒu とり。ニワトリ。
38 狗 gǒu 犬。
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ー 天干地支 tiāngān dìzhī 干支(エト)。十干と十二支。
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39 戌 xū いぬ。犬。
40 猪 zhū ブタ。(イノシシではない。)
41 亥 hài い。ブタ。(イノシシではない。)
42 甲子 jiǎzǐ きのえね。
43 乙丑 yǐchǒu きのとうし。
44 丙寅 bǐngyín ひのえとら。
45 丁卯 dīngmǎo ひのとう。
46 戊辰 wùchén つちのえたつ。
47 己⺒ jǐsì つちのとみ。
48 庚午 gēngwǔ かのえうま。
49 辛未 xīnwèi かのとひつじ。
50 壬申 rénshēn みずのえさる。
51 癸酉 guǐyǒu みずのととり。
52 甲戌 jiǎxū きのえいぬ。
53 乙亥 yǐhài きのとい。
54 丙子 bǐngzǐ ひのえね。
55 丁丑 dīngchǒu ひのとうし。
56 戊寅 wùyín つちのえとら。
57 己卯 jǐmǎo つちのとう。
58 庚辰 gēngchén かのえたつ。
59 辛⺒ xīnsì かのとみ。
60 壬午 rénwǔ みずのえうま。
61 癸未 guǐwèi みずのとひつじ。
62 甲申 jiǎshēn きのえさる。
63 乙酉 yǐyǒu きのととり。
64 丙戌 bǐngxū ひのえいぬ。
65 丁亥 dīnghài ひのとい。
66 戊子 wùzǐ つちのえね。
67 己丑 jǐchǒu つちのとうし。
68 庚寅 gēngyín かのえとら。
69 辛卯 xīnmǎo かのとう。
70 壬辰 rénchén みずのえたつ。
71 癸⺒ guǐsì みずのとみ。
72 甲午 jiǎwǔ きのえうま。
73 乙未 yǐwèi きのとひつじ。
74 丙申 bǐngshēn ひのえさる。
75 丁酉 dīngyǒu ひのととり。
76 戊戌 wùxū つちのえいぬ。
77 己亥 jǐhài つちのとい。
78 庚子 gēngzǐ かのえね。
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79 辛丑 xīnchǒu かのとうし。
80 壬寅 rényín みずのえとら。
81 癸卯 guǐmǎo みずのとう。
82 甲辰 jiǎchén きのえたつ。
83 乙⺒ yǐsì きのとみ。
84 丙午 bǐngwǔ ひのえうま。
85 丁未 dīngwèi ひのとひつじ。
86 戊申 wùshēn つちのえさる。
87 己酉 jǐyǒu つちのととり。
88 庚戌 gēngxū かのえいぬ。
89 辛亥 xīnhài かのとい。
90 壬子 rénzǐ みずのえね。
91 癸丑 guǐchǒu みずのとうし。
92 甲寅 jiǎyín きのえとら。
93 乙卯 yǐmǎo きのとう。
94 丙辰 bǐngchén ひのえたつ。
95 丁⺒ dīngsì ひのとみ。
96 戊午 xùwǔ つちのえうま。
97 己未 jǐwèi つちのとひつじ。
98 庚申 gēngshēn かのえさる。
99 辛酉 xīnyǒu かのととり。
100 壬戌 rénxū みずのえいぬ。
101 癸亥 guǐhài みずのとい。

102 十二星座 shí'èr xīngzuò 十二星座。
103 你是什么星座的? nǐ shì shénme xīngzuò de あなたの星座は何ですか。
104 我是〜的 wǒ shì 〜 de 私は〜です。
105 白羊座 báiyángzuò おひつじ座。
106 金牛座 jīnniúzuò おうし座。
107 双子座 shuāngzǐzuò ふたご座。
108 巨蟹座 jùxièzuò かに座。
109 狮子座 shīzizuò しし座。
110 处女座 chǔnǚzuò おとめ座。
111 天秤座 tiānchèngzuò てんびん座。
112 天蝎座 tiānxiēzuò さそり座。
113 射手座 shèshǒuzuò いて座。
114 摩羯座 mójiézuò やぎ座。
115 水瓶座 shuǐpíngzuò みずがめ座。
116 双⻥座 shuāngyúzuò うお座。
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ー 星座算命 xīngzuò suànmìng 星座占い。
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117 运势 yùnshì 運勢。
118 运气 yùnqi 運気。
119 命运 mìng yùn 運命。
120 幸运 xìngyùn 幸運。
121 运气好 yùnqì hǎo 運が良い。
122 运气不好 yùnqì bù hǎo 運が悪い。

123 你是什么血型? nǐ shì shénme xuèxíng あなたの血液型は何ですか。
124 我是〜 wǒ shì 〜 私は〜。
125 A型 A-xíng A型。
126 B型 B-xíng B型。
127 O型 O-xíng O型。
128 AB型 AB-xíng AB型。
129 性格 xìnggé 性格。
130 特点 tèdiǎn 特徴。
131 缘分 yuánfèn 縁。相性。
132 相投 xiāngtóu 考えや感覚が一致する。相性が良い。
133 相合 xiànghé 一致する。相性が良い。

134 手占卜 shǒu zhānbǔ 手相占い。
135 手相 shǒu xiàng 手相。
136 掌纹 zhǎng wén 手相。
137 面相算命 miànxiàng suànmìng 人相占い。
138 面相学 miànxiàng xué 人相学。
139 塔罗牌占卜 tǎluōpái zhānbǔ タロット占い。
140 中与不中 zhōng yǔ bù zhòng 当たりはずれ。
141 灵验 língyàn (予言などが)的中する。効き目がある。
142 猜中 cāizhòng 言い当てる。
143 说中 shuōzhōng 言い当てる。
144 没猜中 méi cāizhòng 当てられない。
145 猜不着 cāi bùzháo 当てられない。
146 猜错 cāi cuò はずす。当て間違い。
147 没猜到 méi cāi dào 当て損う。

ー 血型 xuèxíng 血液型。
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ー 占卜 zhānbǔ 占い 。

4


