
No 中国語 ピンイン 日本語

1 蟑螂 zhāngláng ゴキブリ。
2 小強 xiǎo qiáng ゴキブリ。(俗称)
3 蚊子 wénzi 蚊(か)。
4 苍蝇 cāngying 蠅(はえ)。
5 蝇子 yíngzi 蠅(はえ)。
6 蜘蛛 zhīzhū 蜘蛛(くも)。
7 蛾子 ézi 蛾(が)。
8 蜂 fēng 蜂(はち)
9 蜜蜂 mìfēng ミツバチ。
10 ⻢蜂 mǎfēng スズメバチ。
11 蚂蜂 mǎfēng スズメバチ。
12 虫子 chóngzi 虫。
13 害虫 hàichóng 害虫。
14 寄生虫 jìshēngchóng 寄生虫。
15 毛虫 máochóng 毛虫。
16 杀虫剂 shāchóngjì 殺虫剤。
17 杀虫药 shāchóngyào 殺虫薬。
18 驱虫剂 qūchóngjì 虫よけ剤。
19 驱虫药 qūchóngyào 虫よけ薬。
20 除虫药 chúchóngyào 虫よけ薬。
21 蟑螂屋 zhāngláng wū ゴキブリホイホイ。
22 小強恢恢 xiǎo qiáng huīhuī ゴキブリホイホイ。
23 蚊香 wénxiāng 蚊取り線香。
24 电蚊香 diàn wénxiāng 電気蚊取り線香。
25 电蚊香器 diàn wénxiāng qì 電気蚊取り線香。
26 杀虫灯 shāchóng dēng 殺虫灯
27 灭蚊灯 miè wén dēng 捕虫灯。電撃殺虫灯。
28 灭蝇灯 miè yíng dēng 捕虫灯。電撃殺虫灯。
29 蝇拍 yíngpāi 蠅たたき。
30 苍蝇拍子 cāngyíng pāizi 蠅たたき。
31 捕蝇纸 bǔ yíng zhǐ 蠅取り紙。
32 粘苍蝇 zhān cāngyíng 蠅取り紙。
33 粘蝇纸 zhān yíng zhǐ 蠅取り紙。
34 电蚊拍 diàn wén pāi 電撃殺虫ラケット。
35 电蝇拍 diàn yíng pāi 電撃殺虫ラケット。
36 出现了！ chūxiàn le 出た！ 出現した。
37 有蟑螂 yǒu zhāngláng ゴキブリがいる。
38 有蟑螂出没 yǒu zhāngláng chūmò ゴキブリが出る。ゴキブリが出没する。
39 蟑螂出来了 zhāngláng chūlái le ゴキブリが出てきた。
40 蟑螂又出来了 zhāngláng yòu chūlái le またゴキブリが出てきた。
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41 出现了一只蟑螂 chūxiàn le yī zhǐ zhāngláng 一匹、ゴキブリが出た。
42 那里出现了 nàlǐ chūxiàn le そこに出た。
43 家里发现一只蟑螂 jiāli fāxiàn yī zhǐ zhāngláng 家の中で一匹ゴキブリを見つける。
44 房间里有蟑螂 fángjiān lǐ yǒu zhāngláng 部屋の中にゴキブリがいる。
45 打死蟑螂 dǎ sǐ zhāngláng ゴキブリをたたき殺す。
46 扑打蟑螂 pūdǎ zhāngláng ゴキブリをたたきつける。
47 灭蟑螂 miè zhāngláng ゴキブリを滅ぼす。
48 灭掉蟑螂 miè diào zhāngláng ゴキブリを滅ぼし去る。
49 消灭蟑螂 xiāomiè zhāngláng ゴキブリを消滅する。
50 把蟑螂消灭 bǎ zhāngláng xiāomiè ゴキブリを消滅する。
51 杀灭蟑螂 shā miè zhāngláng ゴキブリを殲滅する。
52 杀蟑螂 shā zhāngláng ゴキブリを殺す。
53 把蟑螂杀了 bǎ zhāngláng shā le ゴキブリを殺した。
54 杀死蟑螂 shāsǐ zhāngláng ゴキブリを殺す。
55 蟑螂死了 zhāngláng sǐ le ゴキブリは死んだ。
56 蟑螂打死了 zhāngláng dǎ sǐ le ゴキブリは叩かれ死んだ。
57 我打死了一只蟑螂 wǒ dǎ sǐ le yī zhǐ zhāngláng 私は一匹ゴキブリをたたき殺した。
58 用杀虫剂杀蟑螂 yòng shāchóngjì shā zhāngláng 殺虫剤でゴキブリを殺す。
59 我用杀虫剂喷死它了 wǒ yòng shāchóngjì pēn sǐ tā le 私は殺虫剤でそれを殺した。
60 喷射杀虫剂 pēnshè shāchóngjì 殺虫剤を噴霧する。
61 捕蟑螂 bǔ zhāngláng ゴキブリを捕まえる。
62 抓蟑螂 zhuā zhāngláng ゴキブリを捕まえる。
63 抓到蟑螂 zhuā dào zhāngláng ゴキブリを捕まえる。
64 逮蟑螂 dǎi zhāngláng ゴキブリを捕まえる。
65 逮到蟑螂 dǎi dào zhāngláng ゴキブリを捕まえる。
66 抓了蟑螂 zhuā le zhāngláng ゴキブリを捕まえた。
67 看丢了 kàn diū le 見失った。
68 跑掉了 pǎo diào le 逃げた。
69 逃走了 táozǒu le 逃げた。
70 逃跑了 táopǎo le 逃げた。
71 去死吧！ qù sǐ ba 死ね! 
72 恶心 ěxin 気持ち悪い。ぞっとする。
73 杀死了 shāsǐ  le 殺した。
74 踩虫子 cǎi chóngzi 虫を踏みける。
75 踩死虫子 cǎi sǐ chóngzi 虫を踏み殺す。
76 叫虫子咬了 jiào chóngzi yǎo le 虫にさされた。
77 我被蚊子咬了 wǒ bèi wénzi yǎo le 蚊に刺された。
78 我被蚊子叮了 wǒ bèi wénzi dīng le 蚊に刺された。
79 我被蚊子蛰了 wǒ bèi wénzi zhé le 蚊に刺された。
80 我被蚊子吸血了 wǒ bèi wénzi xī xuè le 蚊に血を吸われた。
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81 你没有被蚊子咬吗? nǐ méiyǒu bèi wénzi yǎo ma 蚊に刺されてませんか。
82 打蚊子 dǎ wénzi 蚊をたたく。
83 赶苍蝇 gǎn cāngyíng 蠅を追いはらう。
84 落着苍蝇 luò zhe cāngyíng 蠅がたかっている。
85 招苍蝇 zhāo cāngyíng 蝿がたかる。蠅がよる。
86 苍蝇聚集 cāngyíng jùjí 蝿がたかる。蠅が集まる。
87 灭蚊蝇 miè wén yíng 蠅蚊退治。
88 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 蜘蛛の巣。
89 蜘蛛丝 zhīzhū sī 蜘蛛の糸。
90 结蜘蛛网 jié zhīzhū wǎng 蜘蛛の巣が張る。
91 去除蜘蛛网 qùchú zhīzhū wǎng 蜘蛛の巣を取り除く。
92 清除蜘蛛网 qīngchú zhīzhū wǎng 蜘蛛の巣を一掃する。
93 蜂群 fēngqún 蜂の群れ。
94 被蜂蛰 bèi fēng zhé 蜂に刺される。
95 蜂窝 fēngwō 蜂の巣。
96 蜂巢 fēngcháo 蜂の巣。
97 摘除蜂巢 zhāichú fēngcháo 蜂の巣の除去。
98 蜂王 fēngwáng 女王バチ。
99 ⺟蜂 mǔfēng 女王バチ。
100 蜂后 fēnghòu 女王バチ。
101 蜂群袭来 fēngqún xílái 蜂の群れの襲来。
102 生虫子 shēng chóngzi 虫がわく。
103 ⻓虫子 zhǎng chóngzi 虫がわく。
104 我把虫子赶跑了 wǒ bǎ chóngzi gǎnpǎo le 私は虫を追い払った。
105 我怕虫子 wǒ pà chóngzi 私は虫がこわい。
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