
No 中国語 ピンイン 量詞 日本語

- 哺乳动物 bǔrǔ dòngwù - 哺乳類。
1 人 rén 个(gè) 人間。
2 猴子 hóuzi 只(zhī) サル。
3 大猩猩 dàxīngxing 头(tóu), 只(zhī) ゴリラ。
4 黑猩猩 hēixīngxīng 头(tóu), 只(zhī) チンパンジー。
5 猩猩 xīngxing 头(tóu), 只(zhī) オランウータン。
6 狒狒 fèifèi 只(zhī) ヒヒ。
7 金丝猴 jīnsīhóu 只(zhī) キンシコウ。
8 ⻓臂猿 chángbìyuán 只(zhī) テナガザル。
9 树懒 shùlǎn 只(zhī) ナマケモノ。
10 狗 gǒu 条(tiáo), 只(zhī) 犬。
11 狼 láng 条(tiáo), 只(zhī) オオカミ。
12 鬣狗 liègǒu 条(tiáo), 只(zhī) ハイエナ。
13 猫 māo 只(zhī) 猫。
14 狮子 shīzi 头(tóu), 只(zhī) ライオン。
15 ⽼⻁ lǎohǔ 头(tóu), 只(zhī) ⻁。
16 豹 bào 头(tóu), 只(zhī) ヒョウ。
17 豹子 bàozi 头(tóu), 只(zhī) ヒョウ。
18 猎豹 lièbào 头(tóu), 只(zhī) チーター。
19 豹猫 bàomāo 只(zhī) ヤマネコ。
20 山猫 shānmāo 只(zhī) ヤマネコ。
21 ⽼鼠 lǎoshǔ 只(zhī) ネズミ。
22 刺猬 cìwèi 只(zhī) ハリネズミ。
23 仓鼠 cāngshǔ 只(zhī) ハムスター。
24 鼯鼠 wúshǔ 只(zhī) ムササビ。モモンガ。
25 大象 dàxiàng 头(tóu), 只(zhī) 象。
26 河⻢ hémǎ 头(tóu), 只(zhī) カバ。
27 犀牛 xīniú 头(tóu), 只(zhī) サイ。
28 ⻓颈鹿 chángjǐnglù 头(tóu), 只(zhī) キリン。
29 牛 niú 头(tóu), 只(zhī) 牛。
30 ⻢ mǎ 匹(pǐ) 馬。
31 斑⻢ bānmǎ 匹(pǐ) シマウマ。
32 骆驼 luòtuo 匹(pǐ) ラクダ。
33 羊驼 yángtuó 只(zhī) アルパカ。
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34 鹿 lù 头(tóu), 只(zhī) シカ。
35 驯鹿 xùnlù 头(tóu), 只(zhī) トナカイ。
36 羚羊 língyáng 头(tóu), 只(zhī) カモシカ。
37 驴 lǘ 头(tóu), 只(zhī) ロバ。
38 骡子 luózi 头(tóu), 只(zhī) ラバ。
39 山羊 shānyáng 只(zhī) ヤギ。
40 绵羊 miányáng 只(zhī) 羊。
41 熊 xióng 头(tóu), 只(zhī) 熊。
42 黑熊 hēixióng 头(tóu), 只(zhī) 熊。
43 北极熊 běijíxióng 头(tóu), 只(zhī) ホッキョクグ。シロクマ。
44 熊猫 xióngmāo 头(tóu), 只(zhī) パンダ。
45 大熊猫 dàxióngmāo 头(tóu), 只(zhī) ジャイアントパンダ。
46 小熊猫 xiǎoxióngmāo 只(zhī) レッサーパンダ。
47 浣熊 huànxióng 只(zhī) あらいぐま。
48 树袋熊 shùdàixióng 只(zhī) コアラ。
49 考拉 kǎolā 只(zhī) コアラ。
50 袋鼠 dàishǔ 只(zhī) カンガルー。
51 食蚁兽 shíyǐshòu 只(zhī) アリクイ。
52 貘 mò 只(zhī) バク。
53 狐狸 húli 只(zhī) きつね。
54 野猪 yě zhū 头(tóu), 只(zhī) いのしし。
55 猪 zhū 头(tóu), 只(zhī) ブタ。
56 水豚 shuǐtún 头(tóu), 只(zhī) カピバラ。
57 兔子 tùzi 只(zhī) うさぎ。
58 松鼠 sōngshǔ 只(zhī) リス。
59 鼹鼠 yǎnshǔ 只(zhī) モグラ。
60 犰狳 qiúyú 只(zhī) アルマジロ。
61 海豹 hǎibào 头(tóu), 只(zhī) アザラシ。
62 海象 hǎixiàng 头(tóu), 只(zhī) セイウチ。
63 海狮 hǎishī 头(tóu), 只(zhī) アシカ。
64 海狗 hǎigǒu 只(zhī), 条(tiáo) オットセイ。
65 鲸⻥ jīngyú 条(tiáo), 头(tóu) クジラ。
66 ⻁鲸 hǔjīng 条(tiáo), 头(tóu) シャチ。
67 海豚 hǎi tún 只(zhī), 条(tiáo) イルカ。
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68 蝙蝠 biānfú 只(zhī) コウモリ。
- ⻦类 niǎo lèi - 鳥類。

69 鹫 jiù 只(zhī) ワシ。
70 雕 diāo 只(zhī) ワシ。
71 鹰 yīng 只(zhī) タカ。
72 苍鹰 cāngyīng 只(zhī) タカ。
73 隼⻦ sǔnniǎo 只(zhī) ハヤブサ。
74 游隼 yóusǔn 只(zhī) ハヤブサ。
75 乌鸦 wūyā 只(zhī) カラス。
76 白鹭 báilù 只(zhī) シラサギ。
77 朱鹭 zhūlù 只(zhī) トキ。
78 朱鹮 zhūhuán 只(zhī) トキ。
79 鹳 guàn 只(zhī) コウノトリ。
80 仙鹤 xiānhè 只(zhī) 鶴。
81 天鹅 tiān'é 只(zhī) ハクチョウ。
82 海鸥 hǎi'ōu 只(zhī) カモメ。
83 火鸡 huǒjī 只(zhī) 七面鳥。
84 鸭 yā 只(zhī) アヒル。カモ。
85 鸭子 yāzi 只(zhī) アヒル。
86 家鸭 jiāyā 只(zhī) アヒル。
87 野鸭 yěyā 只(zhī) マガモ。
88 鹅 é 只(zhī) ガチョウ。
89 鸡 jī 只(zhī) ニワトリ。
90 鸡雏 jīchú 只(zhī) ヒヨコ。
91 鸡苗 jīmiáo 只(zhī) ヒヨコ。
92 小鸡 xiǎojī 只(zhī) ヒヨコ。
93 鸽子 gēzi 只(zhī) 鳩(ハト)。
94 信鸽 xìngē 只(zhī) 伝書鳩。
95 雁 yàn 只(zhī) カリ。ガン。
96 大雁 dàyàn 只(zhī) カリ。ガン。
97 鸿雁 hóngyàn 只(zhī) カリ。ガン。
98 野鸡 yějī 只(zhī) キジ。
99 山鸡 shānjī 只(zhī) キジ。
100 云雀 yúnquè 只(zhī) ヒバリ。

生き物、動物の名前  3/8

3



No 中国語 ピンイン 量詞 日本語

101 燕子 yànzi 只(zhī) 燕。
102 鸤鸠 shījiū 只(zhī) カッコウ。
103 大杜鹃 dà dùjuān 只(zhī) カッコウ。
104 杜鹃 dùjuān 只(zhī) ホトトギス。
105 小杜鹃 xiǎodùjuān 只(zhī) ホトトギス。
106 啄木⻦ zhuómùniǎo 只(zhī) キツツキ。
107 鸳鸯 yuānyāng 只(zhī) オシドリ。
108 莺 yīng 只(zhī) ウグイス。
109 ⻩鹂 huánglí 只(zhī) ウグイス。
110 伯劳 bóláo 只(zhī) 百舌。
111 鹌鹑 ānchún 只(zhī) ウズラ。
112 麻雀 máquè 只(zhī) スズメ。
113 ⻩⻦ huángniǎo 只(zhī) カナリア。
114 金丝⻦ jīnsīniǎo 只(zhī) カナリア。
115 金丝雀 jīnsīquè 只(zhī) カナリア。
116 鹦哥 yīnggē 只(zhī) オウム。インコ。
117 鹦鹉 yīngwǔ 只(zhī) オウム。インコ。
118 文⻦ wénniǎo 只(zhī) 文鳥。
119 蜂⻦ fēngniǎo 只(zhī) ハチドリ。
120 孔雀 kǒngquè 只(zhī) 孔雀。
121 猫头鹰 māotóuyīng 只(zhī) フクロウ。
122 鸵⻦ tuóniǎo 只(zhī) ダチョウ。
123 鹈鹕 tíhú 只(zhī) ペリカン。
124 淘河 táohé 只(zhī) ペリカン。
125 火烈⻦ huǒlièniǎo 只(zhī) フラミンゴ。
126 企鹅 qǐ'é 只(zhī) ペンギン。

- ⻥类 / 水生生物 yú lèi / shuǐ shēng shēngwù - 魚類。 / 水生生物。
127 鲨⻥ shāyú 条(tiáo) サメ。
128 沙⻥ shāyú 条(tiáo) サメ。
129 鲟⻥ xúnyú 条(tiáo) チョウザメ。
130 旗⻥ qíyú 条(tiáo) カジキ。
131 翻⻋⻥ fānchē yú 条(tiáo) マンボウ。
132 鳐⻥ yáoyú 条(tiáo) エイ。
133 金枪⻥ jīnqiāngyú 条(tiáo) マグロ。
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134 鲣⻥ jiānyú 条(tiáo) カツオ。
135 加级⻥ jiājíyú 条(tiáo) 鯛。
136 真鲷 zhēndiāo 条(tiáo) マダイ。
137 鰤⻥ shīyú 条(tiáo) ブリ。
138 大⻢哈⻥ dàmǎhǎyú 条(tiáo) 鮭。
139 大麻哈⻥ dàmáhǎyú 条(tiáo) 鮭。
140 鲑⻥ guīyú 条(tiáo) 鮭。
141 秋刀⻥ qiūdāoyú 条(tiáo) サンマ。
142 鲐⻥ táiyú 条(tiáo) サバ。
143 ⻘花⻥ qīnghuāyú 条(tiáo) サバ。
144 鲅⻥ bàyú 条(tiáo) サワラ。
145 沙丁⻥ shādīngyú 条(tiáo) イワシ。
146 鳁⻥ wēnyú 条(tiáo) イワシ。
147 鲱⻥ fēiyú 条(tiáo) ニシン。
148 带⻥ dàiyú 条(tiáo) タチウオ。
149 银⻥ yínyú 条(tiáo) シラウオ。
150 ⻜⻥ fēiyú 条(tiáo) トビウオ。
151 石头⻥ shítouyú 条(tiáo) オコゼ。
152 鳕⻥ xuěyú 条(tiáo) タラ。
153 偏口⻥ piānkǒuyú 条(tiáo) ヒラメ。カレイ。
154 比目⻥ bǐmùyú 条(tiáo) ヒラメ。
155 鲽⻥ diéyú 条(tiáo) カレイ。
156 高眼鲽 gāoyǎndié 条(tiáo) カレイ。
157 河豚 hétún 条(tiáo) フグ。
158 结巴⻥ jiēbāyú 条(tiáo) アンコウ。
159 安康⻥ ānkāngyú 条(tiáo) アンコウ。
160 鲤⻥ lǐyú 条(tiáo) 鯉。
161 红鲤⻥ hóng lǐyú 条(tiáo) ヒゴイ。
162 黑鲤⻥ hēi lǐyú 条(tiáo) マゴイ。
163 鲇⻥ niányú 条(tiáo) ナマズ。
164 鳟⻥ zūnyú 条(tiáo) マス。
165 鲫⻥ jìyú 条(tiáo) フナ。
166 香⻥ xiāng yú 条(tiáo) アユ。
167 金⻥ jīnyú 条(tiáo), 只(zhī) 金魚。
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168 热带⻥ rèdàiyú 条(tiáo), 只(zhī) 熱帯魚。
169 水⻁⻥ shuǐhǔyú 条(tiáo) ピラニア。
170 海鳝 hǎishàn 条(tiáo) ウツボ。
171 鳗⻥ mányú 条(tiáo) ウナギ。
172 泥鳅 níqiū 条(tiáo) ドジョウ。
173 ⻩鳝 huángshàn 条(tiáo) タウナギ。
174 乌贼 wūzéi 条(tiáo), 只(zhī) イカ。
175 墨⻥ mòyú 条(tiáo), 只(zhī) イカ。
176 章⻥ zhāngyú 条(tiáo), 只(zhī) タコ。
177 八带⻥ bādàiyú 条(tiáo), 只(zhī) タコ。
178 水⺟ shuǐmǔ 只(zhī) クラゲ。
179 海蜇 hǎizhé 只(zhī) クラゲ。
180 海⻢ hǎimǎ 条(tiáo), 只(zhī) タツノオトシゴ。
181 海葵 hǎikuí 只(zhī) イソギンチャク。
182 海星 hǎixīng 只(zhī) ヒトデ。
183 虾 xiā 只(zhī) エビ。
184 螃蟹 pángxiè 只(zhī) カニ。
185 寄居蟹 jìjūxiè 只(zhī) ヤドカリ。
186 鲍⻥ bàoyú 只(zhī), 个(gè) あわび。
187 海螺 hǎiluó 只(zhī), 个(gè) 巻き貝。サザエ。
188 牡蛎 mǔlì 只(zhī), 个(gè) 牡蠣(カキ)。
189 海胆 hǎidǎn 只(zhī), 个(gè) うに。
190 扇⻉ shànbèi 只(zhī), 个(gè) 帆立。
191 蛤蜊 gélí 只(zhī), 个(gè) ハマグリ。
192 蚬⻉ xiǎn bèi 只(zhī), 个(gè) シジミ。
193 珊瑚 shānhú 棵(kē), 株(zhū) サンゴ。

- 两栖动物 / 爬行动物 liǎng qī dòngwù / páxíng dòngwù - 両生類。 / 爬虫類。
194 鳄⻥ èyú 条(tiáo), 只(zhī) ワニ。
195 蜥蜴 xīyì 条(tiáo), 只(zhī) トカゲ。
196 四脚蛇 sìjiǎoshé 条(tiáo), 只(zhī) トカゲ。
197 石龙子 shílóngzi 条(tiáo), 只(zhī) トカゲ。
198 壁⻁ bìhǔ 条(tiáo), 只(zhī) ヤモリ。
199 蝾螈 róngyuán 条(tiáo), 只(zhī) イモリ。
200 变色龙 biànsèlóng 条(tiáo), 只(zhī) カメレオン。
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201 蛙 wā 只(zhī) カエル。
202 蛤蟆 hámá 只(zhī) カエル。
203 蝌蚪 kēdǒu 条(tiáo), 只(zhī) オタマジャクシ。
204 ⻳ guī 只(zhī) カメ。
205 乌⻳ wūguī 只(zhī) カメ。
206 海⻳ hǎiguī 只(zhī) ウミガメ。
207 陆⻳ lùguī 只(zhī) リクガメ。
208 娃娃⻥ wáwayú 条(tiáo), 只(zhī) オオサンショウウオ。
209 大鲵 dàní 条(tiáo), 只(zhī) オオサンショウウオ。
210 蛇 shé 条(tiáo), 只(zhī) ヘビ。
211 眼镜蛇 yǎnjìngshé 条(tiáo), 只(zhī) コブラ。

- 昆虫 / 其他 kūnchóng / qítā - 昆虫。 / その他。
212 蟑螂 zhāngláng 只(zhī) ゴキブリ。
213 蚊子 wénzi 只(zhī) 蚊。
214 跟头虫 gēntouchóng 只(zhī) ボウフラ。
215 孑孓 jiéjué 只(zhī) ボウフラ。
216 蛾子 ézi 只(zhī) 蛾(ガ)。
217 蚕 cán 条(tiáo) カイコ。
218 蛹 yǒng 只(zhī) さなぎ。
219 苍蝇 cāngyíng 只(zhī) ハエ。
220 蝇子 yíngzi 只(zhī) ハエ。
221 蜂 fēng 只(zhī) ハチ。
222 蜜蜂 mìfēng 只(zhī) ミツバチ。
223 ⻢蜂 mǎfēng 只(zhī) スズメバチ。
224 胡蜂 húfēng 只(zhī) スズメバチ。
225 ⻩蜂 huángfēng 只(zhī) スズメバチ。
226 蜘蛛 zhīzhū 只(zhī) クモ。
227 蚂蚁 mǎyǐ 只(zhī) アリ。
228 白蚁 báiyǐ 只(zhī) シロアリ。
229 跳蚤 tiàozao 只(zhī) ノミ。
230 虼蚤 gèzao 只(zhī) ノミ。
231 蠕虫 rúchóng 条(tiáo), 只(zhī) 芋虫。⻑く伸び縮みする虫。
232 毛毛虫 máomaochóng 条(tiáo), 只(zhī) 毛虫。
233 独角仙 dújiǎoxiān 只(zhī) カブトムシ。
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234 锹甲 qiāojiǎ 只(zhī) クワガタ。
235 螳螂 tángláng 只(zhī) カマキリ。
236 蝗虫 huángchóng 只(zhī) イナゴ。
237 蚱蜢 zhàměng 只(zhī) バッタ。
238 蝈蝈 guōguo 只(zhī) キリギリス。
239 蝉 chán 只(zhī) セミ。
240 龙虱 lóngshī 只(zhī) ゲンゴロウ。
241 金钟儿 jīnzhōngr 只(zhī) スズムシ。
242 蟋蟀 xīshuài 只(zhī) コオロギ。
243 蝴蝶 húdié 只(zhī) 蝶。
244 瓢虫 piáochóng 只(zhī) テントウムシ。
245 蜻蜓 qīngtíng 只(zhī) トンボ。
246 椿象 chūnxiàng 只(zhī) カメムシ。
247 金⻳子 jīnguīzǐ 只(zhī) コガネムシ。
248 萤火虫 yínghuǒchóng 只(zhī) 蛍。
249 蝎子 xiēzi 只(zhī) サソリ。
250 蜗牛 wōniú 只(zhī) カタツムリ。
251 鼻涕虫 bítìchóng 只(zhī) ナメクジ。
252 蚯蚓 qiūyǐn 条(tiáo) ミミズ。
253 曲蟮 qūshàn 条(tiáo) ミミズ。
254 蛭 zhì 条(tiáo) ヒル。
255 蚂蟥 mǎhuáng 条(tiáo) ヒル。
256 水蛭 shuǐzhì 条(tiáo) ヒル。
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