
No 中国語 ピンイン 日本語

1 路 lù 道。
2 路口 lùkǒu 交差点。道の入り口。
3 道路 dàolù 道路。
4 ⻢路 mǎlù 大通り。街路。
5 街道 jiēdào 大通り。
6 胡同 hútòn 路地。小路。
7 巷口 xiàngkǒu 路地の入り口。
8 小巷里 xiǎoxiàng lǐ 路地裏。
9 人行道 rénxíngdào 歩道。
10 便道 biàndào 近道。歩道。仮設道路。
11 地下通道 dìxià tōngdào 地下通路。
12 天桥 tiānqiáo 陸橋。
13 立交桥 lìjiāoqiáo 高架橋。立体交差橋。
14 立体交叉桥 lìtǐ jiāochā qiáo 高架橋。立体交差橋。
15 红绿灯 hónglǜdēng 信号機。
16 ⻋道 chēdào 車道。
17 人行道 rénxíngdào 歩道。
18 人行横道 rénxíng héngdào 横断歩道。
19 自行⻋专用⻋道 zìxíngchē zhuānyòng chēdào 自転車専用道路。
20 自行⻋道 zìxíngchē dào 自転車道。サイクリング道路。
21 行人专用街道 xíngrén zhuānyòng jiēdào 歩行者専用道路。
22 步行街 bùxíngjiē 遊歩道。歩行者天国。
23 铁路道口 tiělù dàokǒu 踏切。
24 道口 dàokǒu 踏切。
25 拐角 guǎijiǎo 曲がり角。
26 拐弯 guǎiwān 角を曲がる。曲がり角。
27 街角 jiējiǎo 街角。
28 路边 lùbiān 路肩。道端。
29 盲道砖 mángdào zhuān 点字ブロック。
30 坡路 pōlù 坂道。
31 上坡路 shàngpōlù 上り坂。
32 下坡路 xiàpōlù 下り坂。
33 坡度 pōdù 勾配。
34 斜度 xiédù 傾斜度。
35 坡度大 pōdù dà 勾配 がきつい。
36 坡度小 pōdù xiǎo 勾配が緩い。
37 陡坡 dǒupō 急勾配。
38 慢坡 mànpō なだらかな坂。
39 楼梯 lóutī 階段。
40 台阶 táijiē 石段。上がり段。ステップ。
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41 斜坡道 xiépō dào 傾斜路。スロープ。
42 石板路 shíbǎnlù 石畳。
43 停⻋场 tíngchē chǎng 駐車場。
44 停⻋位 tíngchē wèi 駐車スペース。
45 ⻋场 chēchǎng 駐輪場。
46 自行⻋停⻋位 zìxíngchē tíngchē wèi 自転車置き場。
47 公共⻋站 gōnggòng chēzhàn バス停。
48 公园 gōngyuán 公園。
49 广场 guǎngchǎng 広場。
50 公共厕所 gōnggòng cèsuǒ 公衆トイレ。
51 公厕 gōngcè 公衆トイレ。
52 公用电话 gōngyòng diànhuà 公衆電話。
53 公安派出所 gōng'ān pàichūsuǒ 派出所。
54 警察岗亭 jǐngchá gǎngtíng ポリスボックス。見張り番所。
55 路灯 lùdēng 街灯。
56 街灯 jiēdēng 街灯。
57 邮筒 yóutǒng 郵便ポスト。
58 信筒 xìntǒng 郵便ポスト。
59 信箱 xìnxiāng 箱形ポスト。
60 消火栓 xiāohuǒshuān 消火栓。
61 电线杆 diànxiàn gān 電柱。
62 垃圾桶 lājī tǒng ゴミ箱。
63 废物箱 fèiwu xiāng ゴミ箱。
64 垃圾箱 lājī xiāng ゴミ箱。
65 ⻓凳 chángdèng ベンチ。
66 排椅 páiyǐ 一列に取りつけられた椅子。
67 凳子 dèngzi 背もたれのない腰掛け。
68 公园⻓条椅 gōngyuán cháng tiáo yǐ 公園の⻑椅子。ベンチ。
69 阳伞 yángsǎn パラソル。
70 太阳伞 tàiyáng sǎn パラソル。
71 遮阳伞 zhēyáng sǎn パラソル。日よけテント。
72 亭子 tíngzi 庭園などにあるあずまや。
73 凉亭 liángtíng あずまや。壁のない小屋。
74 藤架 téngjià 藤棚。パーゴラ。
75 铜像 tóngxiàng 銅像。
76 纪念像 jìniàn xiàng モニュメント。記念像。
77 纪念碑 jìniànbēi 記念碑。
78 游乐设备 yóulè shèbèi 遊戯設備。遊具。
79 儿童游乐场 értóng yóulè chǎng 子供の遊び場。
80 广场游乐场 guǎngchǎng yóulè chǎng 広場の遊び場。
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81 街道树 jiēdàoshù 街路樹。
82 行道树 xíngdàoshù 街路樹。
83 林阴道 línyīn dào 並木道。
84 林荫路 línyīn lù 並木道。
85 树丛 shùcóng 植え込みの木。木の茂み。
86 花草丛 huā cǎocóng 植え込み。草木を植えてある所。
87 花坛 huātán 花壇。
88 花池子 huāchízi 花壇。
89 喷泉 pēnquán 噴水。
90 水坑 shuǐkēng 水たまり。
91 池塘 chítáng 池。水たまり。
92 水塘 shuǐtáng 池。水たまり。貯水池。
93 川 chuān 川。
94 桥 qiáo 橋。
95 桥梁 qiáoliáng 橋。橋梁。
96 栅栏 zhàlan 柵。囲い。
97 栏杆 lángān 手すり。欄干。柵。
98 护栏网 hùlán wǎng 金網。フェンス。
99 檐子 yánzi 軒。ひさし。
100 骑楼 qílóu 歩道の上にせり出した2階部分。
101 拱廊 gǒng láng アーチ状の天井をもつ通路。アーケード。
102 彩门 cǎimén 祝賀行事のための仮設アーチ。
103 街门 jiēmén 町の門。街門。
104 旗子 qízi 旗。
105 国旗 guóqí 国旗。
106 旗杆 qígān 旗のポール。旗ざお。
107 红地毯 hóng dìtǎn レッドカーペット。
108 户外舞台 hùwài wǔtái 屋外ステージ。
109 彩灯 cǎidēng イルミネーション。
110 装饰的灯光 zhuāngshì de dēngguāng イルミネーション。
111 灯笼 dēnglóng ちょうちん。灯ろう。
112 ⻛铃 fēnglíng 風鈴。
113 修饰 xiūshì 飾りつける。
114 装饰 zhuāngshì 装飾。
115 人群 rénqún 人混み。人だかり。
116 拥挤 yōngjǐ 混雑。こみあう。
117 热闹 rènao にぎやか。活気がある。
118 冷清 lěngqīng ひっそり。閑散としている。物寂しい。
119 摊子 tānzi 屋台。路面店。
120 小摊 xiǎotān 屋台。
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121 地摊 dìtān 露店。
122 小卖部 xiǎomàibù 売店。
123 报刊亭 bàokāntíng 新聞、雑誌を売る小型店。
124 自动售货机 zìdòng shòuhuò jī 自動販売機。
125 繁华地段 fánhuá dìduàn 繁華街。
126 壁画 bìhuà 壁画。
127 涂鸦 túyā 落書き。
128 天线 tiānxiàn アンテナ。
129 烟筒 yāntong 煙突。
130 水管子 shuǐguǎnzi 水道管。
131 配管 pèiguǎn 配管。
132 水沟 shuǐgōu 排水溝。どぶ。
133 排水口 páishuǐ kǒu 排水口。
134 地漏 dìlòu 地面や床の排水口。
135 排水沟箅子 páishuǐ gōu bìzi 排水溝の格子。
136 窨井 yìnjǐng マンホール。
137 窨井盖 yìnjǐng gài マンホールのふた。
138 监视照相机 jiānshì zhàoxiàngjī 監視カメラ。
139 监视摄像机 jiānshì shèxiàngjī 監視カメラ。
140 防盗摄像机 fángdào shèxiàngjī 防犯カメラ。
141 铁塔 tiětǎ 鉄塔。タワー。
142 尽头 jìntóu つきあたり。果て。終点。
143 到底 dàodǐ つきあたり。とうとう。結局。
144 迂回的旁道 yūhuí de pángdào 迂回路。
145 绕行 ràoxíng 迂回する。
146 阡陌 qiānmò あぜ道。農道。
147 通路 tōnglù 通り道。交通路。通路。
148 柏油 bǎiyóu アスファルト。
149 柏油路 bǎiyóu lù アスファルト道。
150 路面不平 lùmiàn bùpíng 路面がデコボコ。
151 高低不平 gāodī bùpíng デコボコ。
152 砂砾路 shālì lù じゃり道。
153 石块 shíkuài 石ころ。
154 石子 shízi 石ころ。
155 岩 yán 岩。
156 岩石 yánshí 岩石。
157 沙 shā 砂。
158 沙子 shāzi 砂。
159 沙粒 shālì 砂粒。
160 草坪 cǎopíng 芝生。
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161 广告塔 guǎnggào tǎ 広告塔。
162 招牌 zhāopai 看板。
163 标语 biāoyǔ スローガン。
164 标语牌 biāoyǔ pái プラカード。標語の看板。
165 横幅 héngfú 横断幕。
166 悬挂宣传 xuánguà xuānchuán 吊るし宣伝。垂れ幕。
167 广告气球 guǎnggào qìqiú アドバルーン。
168 地图 dìtú 地図。
169 标志 biāozhì 標識。
170 指路牌 zhǐlùpái 道路標識。
171 指示牌 zhǐshì pái 案内板。
172 标识标牌 biāozhì biāopái 案内板。
173 安全标识牌 ānquán biāozhì pái 安全標識。
174 交通路牌 jiāotōng lùpái 標識板。
175 交通标志 jiāotōng biāozhì 交通標識。
176 道路名称 dàolù míngchēng 道路名称。
177 门牌号 ménpái hào 番地。
178 led显示屏 LED xiǎnshì píng 電光掲示板。
179 户外显示屏 hùwài xiǎnshì píng 屋外ディスプレイ。
180 电子屏幕 diànzǐ píngmù 電光スクリーン。ディスプレイ画面。
181 电子广告板 diànzǐ guǎnggào bǎn 電光広告板。
182 街 jiē 通り。街路。
183 街区 jiēqū ブロック。区画。
184 老街 lǎojiē 旧市街。
185 开发区 kāifā qū 開発区。
186 空地 kòngdì 空き地。余地。
187 住宅区 zhùzhái qū 住宅エリア。住宅街。
188 工业区 gōngyè qū 工業区。
189 工业园区 gōngyè yuánqū 工業団地。
190 禁区 jìnqū 立ち入り禁止区域。
191 入口 rùkǒu 入口。
192 进口 jìnkǒu 入口。進入口。
193 出口 chūkǒu 出口。
194 高速公路 gāosù gōnglù 高速道路。
195 一般公路 yībān gōnglù 一般道路。
196 ⻋道 chēdào 車道。車線。
197 中央分离线 zhōngyāng fēnlíxiàn 中央分離帯。
198 道路绿化带 dàolù lǜhuà dài 道路のグリーンベルト。
199 街道安全带 jiēdào ānquándài 安全帯。街路避難所。
200 十字路口 shízì lùkǒu 十字路。交差点。
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201 三岔路 sānchàlù 三叉路。
202 丁字路口 dīngzì lùkǒu Ｔ字路交差点。
203 岔路 chàlù 分かれ道。
204 岔口 chàkǒu 分かれ目。分岐点。
205 护栏 hùlán ガードレール。保護柵。
206 交通岛 jiāotōngdǎo ロータリー。
207 环形岛 huánxíngdǎo ロータリー。
208 环形交叉口 huánxíng jiāochā kǒu 円形交差点。
209 高架 gāojià 高架。
210 高架道路 gāojià dàolù 高架道路。
211 隧道 suìdào トンネル。
212 公交专用道 gōngjiāo zhuānyòng dào バス専用道路。バスレーン。
213 急弯 jíwān 急カーブ。
214 急转弯 Jí zhuǎnwān 急カーブを切る。急カーブ。
215 弯弯曲曲的路 wān wān qū qū de lù くねくね道。
216 直路 zhílù まっすぐな道。
217 弯路 wānlù まがり道。
218 宽阔的道路 kuānkuò de dàolù 広い道。
219 大道 dàdào 大通り。
220 大路 dàlù 広い道。
221 狭窄的街道 xiázhǎi de jiēdào 狭い道。
222 窄道 zhǎidào 狭い道。
223 夹道 jiādào 塀などで挟まれたせまい道。
224 交流道 jiāoliú dào インターチェンジ。道路接続エリア。
225 汇合处 huìhé chù 合流地点。
226 单行路 dānxíng lù 一方通行。
227 禁止驶入 jìnzhǐ shǐ rù 進入禁止。
228 禁止向左转弯 jìnzhǐ xiàng zuǒ zhuǎnwān 左折禁止。
229 禁止掉头 jìnzhǐ diàotóu Uターン禁止。
230 停⻋让行 tíngchē ràng xíng 一時停止。
231 禁止停⻋ jìnzhǐ tíng chē 駐車禁止。
232 限制高度 xiànzhì gāodù 高さ制限。
233 限制速度 xiànzhì sùdù スピード制限。
234 限速 xiàn sù スピード制限。
235 行人优先 xíngrén yōuxiān 歩行者優先。
236 事故多发区 shìgù duōfā qū 事故多発地帯。
237 ⻋祸 chēhuò 交通事故。
238 堵⻋ dǔchē 渋滞。
239 塞⻋ sāichē 渋滞。
240 交通指挥 jiāotōng zhǐhuī 交通整理。
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241 收费站 shōufèi zhàn 料金所。
242 服务区 fúwù qū サービスエリア。
243 加油站 jiāyóuzhàn ガソリンスタンド。
244 加气站 jiāqìzhàn ガススタンド。
245 路面标志 lùmiàn biāozhì 路面標示。
246 标线 biāoxiàn 道路標示線。
247 收费公路 shōufèi gōnglù 有料道路。
248 正在施工 zhèngzài shīgōng 工事中。
249 当心碰头 dāngxīn pèngtóu 頭上注意。
250 小心碰头 xiǎoxīn pèngtóu 頭上注意。
251 油漆未干 yóuqī wèi gān ペンキ塗りたて。
252 请勿触摸 qǐng wù chùmō 触るべからず。
253 注意脚下 zhùyì jiǎoxià 足元注意。
254 小心地滑 xiǎoxīn dì huá スリップ注意。
255 请勿攀爬 qǐng wù pānpá 登るな。
256 禁止吸烟 jìnzhǐ xīyān 禁煙。
257 禁止乱扔垃圾 jìnzhǐ luàn rēng lāji ポイ捨て禁止。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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