
No 中国語 ピンイン 日本語

1 生 shēng 生まれる。生む。 成⻑する。
2 出生 chūshēng 誕生する。生まれる。
3 小宝宝 xiǎo bǎobǎo 赤ちゃん。
4 小宝⻉ xiǎo bǎobèi 赤ちゃん。
5 小娃娃 xiǎo wáwa 赤ちゃん。
6 婴儿 yīng'ér 赤ちゃん。
7 生日 shēngri 誕生日。
8 庆祝生日 qìngzhù shēngri 誕生日を祝う。
9 过生日 guò shēngri 誕生日を祝う。
10 做生日 zuò shēngri 誕生祝いをする。
11 生日礼物 shēngrì lǐwù 誕生日プレゼント。
12 生日快乐 shēngrì kuàilè 誕生日おめでとう。
13 儿童 értóng 児童
14 小孩儿 xiǎoháir 子供。
15 小孩 xiǎohái 子供。
16 孩子 háizi 子供。
17 小孩子 xiǎoháizi 子供。
18 小朋友 xiǎo péngyǒu 子供。子供への呼びかけ。
19 小时候 xiǎo shíhou 小さいころ。
20 托儿所 tuō'érsuǒ 保育園。託児所。
21 托儿所的儿童 tuō'érsuǒ de értóng 保育園児。
22 把孩子放在托儿所 bǎ háizi fàng zài tuō'érsuǒ 子供を託児所に入れる。
23 幼儿园 yòu'éryuán 幼稚園。
24 幼儿园的儿童 yòu'éryuán de értóng 幼稚園児。
25 上幼儿园 shàng yòu'éryuán 幼稚園入園。
26 幼儿园毕业 yòu'éryuán bìyè 幼稚園卒園。
27 少年 shàonián 少年少女。(※少女を含む。)
28 少男少女 shàonán shàonǚ 少年少女。
29 小学 xiǎoxué 小学校。(過去の一時期'初小''高小'に分かれていた。)

30 上小学 shàng xiǎoxué 小学校入学。
31 上学祝福 shàngxué zhùfú 進学を祝う。
32 入学祝福 rùxué zhùfú 入学を祝う。
33 上学礼物 shàngxué lǐwù 進学祝いのプレゼント。
34 恭喜入学 gōngxǐ rùxué 入学おめでとう。
35 小学一年级 xiǎoxué yī niánjí 小学校一年生。
36 小学二年级 xiǎoxué èr niánjí 小学校二年生。
37 小学三年级 xiǎoxué sān niánjí 小学校三年生。
38 小学四年级 xiǎoxué sì niánjí 小学校四年生。
39 小学五年级 xiǎoxué wǔ niánjí 小学校五年生。
40 小学六年级 xiǎoxué liù niánjí 小学校六年生。
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41 转校 zhuǎnxiào 転校する。
42 转学 zhuǎnxué 転校する。転学する。
43 小学毕业 xiǎoxué bìyè 小学校卒業。
44 ⻘春期 qīngchūn qī 思春期。
45 ⻘春 qīngchūn ⻘春。
46 初中 chūzhōng 中学校。
47 初级中学 chūjí zhōngxué 中学校。
48 中学 zhōngxué 中学と高校。中等教育機関。
49 上初中 shàng chūzhōng 中学校入学。
50 初中一年级 chūzhōng yī niánjí 中学校一年生。
51 初中二年级 chūzhōng èr niánjí 中学校二年生。
52 初中三年级 chūzhōng sān niánjí 中学校三年生。
53 初中毕业 chūzhōng bìyè 中学校卒業。
54 学习完义务教育 xuéxí wán yìwù jiàoyù 義務教育修了。
55 年轻人 niánqīng rén 若者。
56 小伙子 xiǎohuǒzi 若い男。若い男へのよびかけ。
57 姑娘 gūniang 若い娘。若い女へのよびかけ。
58 ⻘年 qīngnián 若者。
59 高中 gāozhōng 高校。
60 高级中学 gāojí zhōngxué 高校。
61 考高中 kǎo gāozhōng 高校受験。
62 恭喜合格 gōngxǐ hégé 合格おめでとう。
63 祝贺你考上高中 zhùhè nǐ kǎo shàng gāozhōng 高校合格おめでとう。
64 上高中 shàng gāozhōng 高校入学。
65 高中一年级 gāozhōng yī niánjí 高校一年生。
66 高中二年级 gāozhōng èr niánjí 高校二年生。
67 高中三年级 gāozhōng sān niánjí 高校三年生。
68 高中毕业 gāozhōng bìyè 高校卒業。
69 中专 zhōngzhuān 中等実業高校。
70 中等专业学校 zhōngděng zhuānyè xuéxiào 中等実業高校。
71 职业学校 zhíyè xuéxiào 職業学校。
72 未成年人 wèi chéngnián rén 未成年者。
73 未成年者 wèi chéngnián zhě 未成年者。
74 成人 chéngrén 成人。成人になる。おとなになる。
75 成年人 chéngnián rén 成人。
76 大人 dàrén おとな。
77 成人仪式 chéngrén yíshì 成人の儀式。成人の行事。
78 十八岁 shíbā suì 十八歳。(中国の成人年齢。)
79 大学 dàxué 大学。
80 高校 gāoxiào 大学と大学院。高等教育機関。
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81 考大学 kǎo dàxué 大学入試。
82 上大学 shàng dàxué 大学入学。
83 大学一年级 dàxué yī niánjí 大学一回生。
84 大学二年级 dàxué èr niánjí 大学二回生。
85 大学三年级 dàxué sān niánjí 大学三回生。
86 大学四年级 dàxué sì niánjí 大学四回生。
87 大学毕业 dàxué bìyè 大学卒業。
88 专科学校 zhuānkē xuéxiào 専門学校。
89 专科大学 zhuānkē dàxué 専門大学。
90 留级 liújí 留年する。
91 留级生 liújíshēng 留年生。
92 留级了一年 liújí le yī nián 一年留年した。
93 中途退学 zhōngtú tuìxué 中退。
94 跳级 tiàojí 飛び級。
95 跳过一级 tiàoguò yī jí 一学年飛び級。
96 研究生院 yánjiūshēngyuàn 大学院。
97 研究生考试 yánjiūshēng kǎoshì 大学院試験。
98 读研究生 dú yánjiūshēng 大学院生として学ぶ。
99 研究生院毕业 yánjiūshēngyuàn bìyè 大学院卒業。
100 毕业庆典 bìyè qìngdiǎn 卒業祝いの式典。
101 毕业礼物 bìyè lǐwù 卒業祝いのプレゼント。
102 毕业纪念品 bìyè jìniànpǐn 卒業記念品。
103 祝贺毕业 zhùhè bìyè 卒業おめでとう。
104 就业 jiùyè 就職。就業。
105 就业活动 jiùyè huódòng 就職活動。
106 找工作 zhǎo gōngzuò 仕事を探す。
107 求职 qiúzhí 求職する。
108 找到工作 zhǎodào gōngzuò 仕事が見つかる。
109 决定工作 juédìng gōngzuò 仕事が決まる。
110 进公司 jìn gōngsī 入社する。
111 就职 jiùzhí 就任する。仕事に就く。
112 祝贺就业 zhùhè jiùyè 就職祝い。就職おめでとう。
113 祝贺你参加工作 zhùhè nǐ cānjiā gōngzuò 就職おめでとう。
114 恋爱 liàn'ài 恋愛する。恋する。
115 搞恋爱 gǎo liàn'ài 恋愛をする。
116 爱恋 àiliàn 恋い慕う。
117 初恋 chūliàn 初恋。恋愛の初期。
118 相亲 xiāngqīn 見合い。互いに親しくする。
119 谈恋爱 tán liàn'ài 恋愛をする。お付き合いする。
120 订婚 dìnghūn 婚約する。
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121 定婚 dìnghūn 婚約する。
122 退婚 tuìhūn 婚約を解消する。
123 退亲 tuìqīn 婚約を解消する。
124 结婚 jiéhūn 結婚する。
125 奉子成婚 fèngzǐchénghūn できちゃった婚。
126 婚礼 hūnlǐ 結婚式。
127 喜事 xǐshì めでたいこと。(特に結婚。)
128 庆祝结婚 qìngzhù jiéhūn 結婚祝い。
129 结婚礼物 jiéhūn lǐwù 結婚祝いのプレゼント。
130 结婚贺礼 jiéhūn hèlǐ 結婚を祝うギフト。
131 红包 hóngbāo 祝儀。(本来はお年玉。今は賄賂やボーナスの意味も。)

132 恭喜结婚 gōngxǐ jiéhūn 結婚おめでとう。
133 祝你结婚快乐 zhù nǐ jiéhūn kuàilè 結婚おめでとう。
134 结婚纪念日 jiéhūn jìniàn rì 結婚記念日。
135 分娩 fēnmiǎn 出産する。分娩する。
136 生育 shēngyù 出産する。
137 生孩子 shēng háizi 子供を産む。出産。
138 出生祝贺 chūshēng zhùhè 出産祝い。
139 出生贺礼 chūshēng hèlǐ 出産を祝うギフト。
140 恭喜你生小孩 gōngxǐ nǐ shēng xiǎohái 出産おめでとう。
141 祝贺你生小孩 zhùhè nǐ shēng xiǎohái 出産おめでとう。
142 升职 shēngzhí 昇進する。
143 调动 diàodòng 転勤する。
144 辞职 cízhí 辞職する。
145 下岗 xiàgǎng リストラされる。
146 解雇 jiěgù 解雇する。
147 炒鱿⻥ chǎo yóuyú クビになる。(本来、イカを炒めるの意味。)
148 转业 zhuǎnyè 転職する。転業する。
149 跳槽 tiàocáo 転職する。鞍替えする。
150 再就业 zài jiùyè 再就職する。
151 创业 chuàngyè 起業する。創業する。 
152 自己创业 zìjǐ chuàngyè 独立開業する。
153 中年 zhōngnián 中年。
154 中年人 zhōngnián rén 中年の人。
155 老了 lǎo le 年を取った。老いた。老けた。
156 离婚 líhūn 離婚する。
157 分手了 fēnshǒu le 別れた。
158 我父亲去世了 wǒ fùqīn qùshì le 私の父は亡くなりました。
159 我⺟亲去世了 wǒ mǔqīn qùshì le 私の⺟は亡くなりました。
160 妻子先死 qīzi xiān sǐ 妻に先立たれる。
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161 丈夫先死 zhàngfū xiān sǐ 夫に先立たれる。
162 离过一次婚 líguò yīcì hūn バツイチ。
163 单身父亲 dānshēn fùqīn シングルファーザー。
164 单身爸爸 dānshēn bàba シングルファーザー。
165 单身⺟亲 dānshēn mǔqīn シングルマザー。
166 单身妈妈 dānshēn māma シングルマザー。
167 再婚 zàihūn 再婚する。
168 再嫁 zàijià (女性が)再婚する。
169 退休 tuìxiū 退職する。
170 离休 líxiū 引退する。
171 退役 tuìyì (軍人、プロスポーツ選手などが) 引退する。
172 老人 lǎorén 老人。
173 老年人 lǎoniánrén 高齢者。
174 高龄者 gāolíng zhě 高齢者。
175 养老金 yǎnglǎo jīn 年金。恩給。
176 福利养老金 fúlì yǎnglǎo jīn 福祉年金。
177 发病 fābìng 発病する。
178 和疾病作斗争 hé jíbìng zuò dòuzhēng 闘病。
179 死去 sǐqù 死去する。
180 死亡 sǐwáng 死亡する。
181 葬礼 zànglǐ 葬儀。
182 举行葬礼 jǔxíng zànglǐ 葬儀を執り行なう。
183 丧事 sāngshì 葬式。
184 办丧事 bàn sāngshì 葬式をする。
185 请您节哀 qǐng nín jié'āi ご愁傷様です。
186 衷心表示哀悼 zhōngxīn biǎoshì āidào お悔やみを申し上げます。
187 奠仪 diànyí 香典。供物。
188 献花 xiànhuā 献花する。
189 合掌 hézhǎng 合掌。
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