
No 中国語 ピンイン 日本語

1 看电视 kàn diànshì テレビを見る。
2 换频道 huàn píndào チャンネルを変える。
3 换台吧 huàn tái ba チャンネルを変えよう。
4 看电影 kàn diànyǐng 映画を見る。
5 看DVD kàn DVD DVDを見る。
6 看视频 kàn shìpín 動画を見る。
7 类型 lèixíng ジャンル。タイプ。
8 种类 zhǒnglèi 種類。タイプ。
9 节目单 jiémù dān プログラムリスト。番組表。
10 联播 liánbō 同時放送する。全国放送する。
11 日本广播 rìběn guǎnbō 日本の放送。
12 新闻节目 xīnwén jiémù ニュース番組。
13 资讯 zīxùn 情報。ニュース。
14 纪实 jìshí ドキュメンタリー。現場報道。
15 财经 cáijīng 財政と経済。
16 天气预报 tiānqì yùbào 天気予報。
17 电视剧 diànshìjù テレビドラマ。
18 剧集 jù jí 連続ドラマ。
19 娱乐节目 yúlè jiémù エンターテイメント番組。
20 综艺节目 zōngyì jiémù バラエティ番組。
21 体育节目 tǐyù jiémù スポーツ番組。
22 音乐节目 yīnyuè jiémù 音楽番組。
23 科幻片 kēhuàn piàn SF映画。
24 奇幻电视剧 qíhuàn diànshìjù ファンタジードラマ。
25 魔幻电影 móhuàn diànyǐng ファンタジー映画。
26 幻想电影 huànxiǎng diànyǐng ファンタジー映画。
27 武打剧 wǔdǎjù アクションドラマ。
28 武打片 wǔdǎpiàn アクション映画。
29 动作电影 dòngzuò diànyǐng アクション映画。
30 战争电视剧 zhànzhēng diànshìjù 戦争ものドラマ。
31 战争电影 zhànzhēng diànyǐng 戦争映画。
32 抗日电视剧 kàngrì diànshìjù 抗日ドラマ。
33 抗战电视剧 kàngzhàn diànshìjù 抗戦ドラマ。
34 谍战电视剧 dié zhàn diànshìjù スパイ戦ドラマ。
35 侦探电影 zhēntàn diànyǐng スパイ映画。探偵映画。
36 警匪电视剧 jǐngfěi diànshìjù 警察アクションドラマ。
37 警匪电影 jǐng fěi diànyǐng 警察アクション映画。
38 犯罪电视剧 fànzuì diànshìjù 犯罪ドラマ。
39 犯罪电影 fànzuì diànyǐng 犯罪映画。
40 涉案电视剧 shè'àn diànshìjù 事件ドラマ。
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41 军旅电视剧 jūnlǚ diànshìjù 軍隊ドラマ。
42 悬疑电视剧 xuányí diànshìjù サスペンスドラマ。
43 悬念剧 xuánniàn jù サスペンスドラマ。
44 悬疑片 xuányí piàn サスペンス映画。
45 惊悚电影 jīngsǒng diànyǐng スリラー映画。
46 恐怖电影 kǒngbù diànyǐng ホラー映画。
47 灾难电影 zāinàn diànyǐng パニック映画。自然災害の映画。
48 冒险电视剧 màoxiǎn diànshìjù アドベンチャードラマ。
49 武侠电影 wǔxiá diànyǐng 侠客映画。
50 古装戏 gǔzhuāng xì 時代劇。
51 古装剧 gǔzhuāng jù 時代劇。
52 仙侠电视剧 xiānxiá diànshìjù 中華ファンタジードラマ。
53 爱情电视剧 àiqíng diànshìjù 恋愛ものドラマ。
54 爱情电影 àiqíng diànyǐng ロマンス映画。
55 言情片 yánqíng piàn ロマンス映画。
56 浪漫电影 làngmàn diànyǐng ロマンチック映画。
57 ⻘春电视剧 qīngchūn diànshìjù ⻘春ものドラマ。
58 脱口秀 tuōkǒuxiù トークショー。
59 真人秀 zhēnrénxiù ドキュメンタリー。ノンフィクション。リアリティ。
60 访谈 fǎngtán インタビュー。
61 少儿节目 shào'ér jiémù 子供番組。
62 亲子节目 qīnzǐ jiémù 親子番組。
63 科教节目 kējiào jiémù 科学教育番組。
64 文史节目 wénshǐ jiémù 文学歴史番組。
65 教育频道 jiàoyù píndào 教育チャンネル。
66 教育电视台 jiàoyù diànshì tái 教育テレビ。
67 文化 wénhuà 文化。教養。
68 动漫节目 dòngmàn jiémù アニメ番組。
69 动画片 dònghuà piàn アニメーション映画。
70 卡通片 kǎtōng piàn アニメーション映画。
71 智力竞答节目 zhìlì jìng dá jiémù クイズ番組。
72 智力竞赛节目 zhìlì jìngsài jiémù クイズ番組。
73 情景剧 qíngjǐng jù シチュエーションコメディ。
74 搞笑 gǎoxiào お笑い。
75 喜剧 xǐjù コメディ。喜劇。
76 悲剧 bēijù 悲劇。
77 烹饪节目 pēngrèn jiémù クッキング番組。
78 美食节目 měishí jiémù グルメ番組。
79 厨艺节目 chú yì jiémù 料理の腕前の番組。
80 近代革命电视剧 jìndài gémìng diànshìjù 近代革命ドラマ。
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81 生活电视剧 shēnghuó diànshìjù 日常ドラマ。
82 ⺠国电视剧 mínguó diànshìjù 近代中国ドラマ。
83 记录片 jìlù piàn ドキュメンタリー映画。
84 ⻄部电影 xībù diànyǐng ウェスタン映画。
85 剧情电影 jùqíng diànyǐng ストーリー映画。
86 家庭电影 jiātíng diànyǐng ファミリー映画。
87 音乐剧电影 yīnyuèjù diànyǐng ミュージカル映画。
88 音乐片 yīnyuè piàn ミュージカル映画。
89 经典电影 jīngdiǎn diànyǐng 名作映画。
90 文艺电影 wényì diànyǐng 文芸映画。
91 人物传记 rénwù zhuànjì 人物の伝記。
92 科技 kējì テクノロジー。
93 直播 zhíbō 生放送。ライブ。
94 旅游 lǚyóu 旅行。
95 汽⻋ qìchē 自動車。
96 游戏 yóuxì ゲーム。
97 戏剧 xìjù 演劇。
98 时装 shízhuāng ファッション。
99 广告节目 guǎnggào jiémù コマーシャル。
100 预告片 yùgào piàn 予告編。
101 圆满结局 yuánmǎn jiéjú ハッピーエンド。
102 悲剧结局 bēijù jiéjú 悲劇的な結末。
103 悲剧结尾 bēijù jiéwěi 悲劇的な終わり。
104 情节 qíngjié ストーリー。いきさつ。
105 故事 gùshì 物語。
106 镜头 jìngtóu シーン。カット。
107 字幕 zìmù 字幕。
108 主持人 zhǔchírén 司会者。キャスター。主催者。
109 主人公 zhǔréngōng 主人公。
110 主角 zhǔjué 主役。主演。
111 女主角 nǚzhǔjué 主演女優。
112 主演 zhǔyǎn 主演する。
113 角色 juésè 役。役柄。キャラクター。
114 敌人角色 dírén juésè 敵のキャラクター。
115 人物 rénwù 人物。登場人物。
116 明星 míngxīng スター。
117 偶像 ǒuxiàng アイドル。
118 搞笑艺人 gǎoxiào yìrén お笑い芸人。
119 表演者 biǎoyǎnzhě 演技者。競技者。
120 演员 yǎnyuán 俳優。役者。
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121 女演员 nǚyǎnyuán 女優。
122 喜剧演员 xǐjù yǎnyuán 喜劇俳優。コメディアン。
123 英雄 yīngxióng ヒーロー。
124 女英雄 nǚ yīngxióng ヒロイン。
125 歌手 gēshǒu 歌手。
126 舞者 wǔzhě ダンサー。
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