
No 中国語 ピンイン 日本語

1 说起日本 shuō qǐ rìběn 日本と言えば。
2 中国人会想到什么呢？ zhōngguórén huì xiǎng dào shénme ne 中国人は何を思いつきますか。
3 日式和服 rìshì héfú 着物。
4 日式浴衣 rìshì yùyī 浴衣。
5 动漫 dòngmàn アニメ。
6 游戏 yóuxì ゲーム。
7 富士山 fùshìshān 富士山。
8 京都 jīngdū 都。国都。京都。
9 日本京都 rìběn jīngdū 日本の京都。
10 武士 wǔshì 兵士。武人。侍。
11 忍者 rěnzhě 忍者。
12 舞妓 wǔjì 舞妓。
13 艺妓 yìjì 芸者。
14 樱花 yīnghuā 桜。
15 樱桃树 yīngtáoshù サクラの木。
16 赏花 shǎnghuā 花見。
17 樱花赏花 yīnghuā shǎnghuā 桜の花見。
18 红叶 hóngyè 紅葉。
19 赏红叶 shǎng hóngyè 紅葉鑑賞。
20 温泉 wēnquán 温泉。
21 泡温泉 pào wēnquán 温泉に入る。
22 下雪 xià xuě 雪が降る。
23 滑雪 huáxuě スキー。
24 日本菜 rìběncài 日本食。和食。
25 日本料理 rìběn liàolǐ 日本料理。
26 生⻥片 shēngyúpiàn 刺身。
27 寿司 shòusī 寿司。
28 天妇罗 tiānfùluō 天ぷら。
29 鳗⻥饭 mányúfàn 鰻重。
30 神户牛肉 shénhù niúròu 神⼾牛。
31 章⻥烧 zhāngyú shāo タコ焼き。
32 章⻥小丸子 zhāngyú xiǎowánzi タコ焼き。
33 大阪烧 dàbǎnshāo お好み焼き。
34 关东煮 guāndōngzhǔ おでん。
35 熬点 āodiǎn おでん。
36 寿喜烧 shòuxǐshāo スキヤキ。
37 流水素面 liúshuǐ sùmiàn 流しそうめん。
38 荞⻨面 qiáomàimiàn そば。
39 日式饭团 rìshì fàntuán 日本のおにぎり。
40 生蛋浇饭 shēng dàn jiāo fàn 生卵かけご飯。
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41 生蛋盖饭 shēng dàn gài fàn 生卵かけご飯。
42 日本酒 rìběnjiǔ 日本酒。
43 日本清酒 rìběn qīngjiǔ 日本酒。
44 抹茶 mǒchá 抹茶。
45 和果子 héguŏzǐ 和菓子。
46 日式点心 rìshì diǎnxīn 日本のお菓子。
47 草莓大福 cǎoméi dàfú いちご大福。
48 白色恋人 báisè liànrén 白い恋人。
49 八桥饼 bāqiáobǐng 生八つ橋。
50 东京香蕉蛋糕 dōngjīng xiāngjiāo dàngāo 東京バナナ。
51 天皇 tiānhuáng 天皇。
52 日本首相 rìběn shǒuxiàng 日本の首相。
53 日本总理 rìběn zǒnglǐ 日本の総理。
54 白地红圆 báidì hóng yuán 日の丸。
55 太阳旗 tàiyáng qí 日章旗。
56 旭日旗 xùrì qí 旭日旗。
57 地震 dìzhèn 地震。
58 清洁 qīngjié 清潔。
59 素质 sùzhì 性質。資質。⺠度。
60 化妆品 huàzhuāngpǐn 化粧品。
61 雪肌精 xuějījīng 雪肌精。
62 安热沙 防晒露 SPF50+ ānrèshā fángshài lù SPF50+ ANESSA SPF50+。
63 SK-II SK-II SK-II。
64 药 yào 薬。
65 日本药品 rìběn yàopǐn 日本の薬。
66 参天ＦＸ cāntiānFX サンテＦＸ。
67 龙角散 lóngjiǎosǎn 龍角散。
68 散热贴 sànrètiē 熱さまシート。
69 口腔溃疡贴A kǒuqiāng kuìyáng tiē A 口内炎パッチ大正Ａ。
70 大正制药综合感冒药 dàzhèng zhìyào zònghé gǎnmào yào パブロンゴールド。
71 太田胃散 tàitián wèisǎn 太田胃散。
72 说起中国 shuō qǐ zhōngguó 中国と言えば。
73 日本人会想到什么呢？ rìběnrén huì xiǎng dào shénme ne 日本人は何を思いつきますか。
74 中国菜 zhōngguó cài 中華料理。
75 中国美食 zhōngguó měishí 中華グルメ。
76 饮茶 yǐnchá ヤムチャ。
77 拉面 lāmiàn ラーメン。
78 叉焼 chāshāo チャーシュー。
79 笋干 sǔngān メンマ。
80 馄饨 húntún ワンタン。
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81 雲呑 yúntūn ワンタン。
82 炒饭 chǎofàn 焼きめし。
83 锅贴 guōtiē 焼きギョーザ。
84 蒸饺 zhēng jiǎo 蒸しギョーザ。
85 饺子 jiǎozi 水ギョーザ。
86 烧卖 shāomai シューマイ。
87 麻婆豆腐 mápó dòufu マーボー豆腐。
88 ⻘椒肉丝 qīngjiāo ròusī チンジャオロース。
89 回锅肉 huíguōròu ホイコーロー。
90 肉包子 ròubāozi 肉まん。
91 小笼包 xiǎolóngbāo ショーロンポー。
92 北京烤鸭 běijīng kǎoyā 北京ダッグ。
93 ⻥翅汤 yúchì tāng フカひれスープ。
94 燕窝 yànwō 燕の巣。
95 燕菜 yàncài 燕の巣の料理。
96 满汉全席 mǎnhànquánxí 満漢全席。
97 杏仁豆腐 xìngrén dòufu 杏仁豆腐。
98 芒果布丁 mángguǒ bùdīng マンゴープリン。
99 芝麻球 zhīmá qiú 胡麻団子。
100 乌龙茶 wūlóngchá ウーロン茶。
101 茉莉花茶 mòlìhuāchá ジャスミンティー。
102 旗袍 qípáo チャイナドレス。
103 中山装 zhōngshānzhuāng 人⺠服。
104 功夫 gōngfū カンフー。
105 少林寺 shàolínsì 少林寺。
106 ⻓城 chángchéng 万⾥の⻑城。
107 丝绸之路 sīchóu zhī lù シルクロード。
108 ⻓江 chángjiāng ⻑江。
109 扬子江 yángzǐjiāng 揚子江。
110 ⻩河 huánghé ⻩河。
111 东方明珠广播电视塔 dōngfāng míngzhū guǎngbò diànshì tǎ 上海テレビ塔。
112 水墨画 shuǐmòhuà 水墨画。
113 山水画 shānshuǐhuà 山水画。
114 历史 lìshǐ 歴史。
115 三国演义 sānguó yǎnyì 三国志。
116 成吉思汗 chéngjísīhàn チンギスハン。ジンギスカン。
117 秦始皇帝 qín shǐ huángdì 秦の始皇帝。
118 杨贵妃 yáng guìfēi 楊貴妃。
119 孙悟空 sūnwùkōng 孫悟空。
120 清朝男子辫子 qīngcháo nánzǐ biànzi 辮髪(べんぱつ)。
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121 五星红旗 wǔxīng hóngqí 中国の国旗。五星紅旗(ごせいこうき)。
122 熊猫 xióngmāo パンダ。
123 龙 lóng 龍。ドラゴン。
124 凤凰 fènghuáng 鳳凰。
125 中医学 zhōngyīxué 東洋医学。伝統中国医学。
126 中药 zhōngyào 漢方薬。
127 针灸 zhēnjiǔ 針灸(しんきゅう)。鍼灸。
128 按摩 ànmó マッサージ。
129 京剧 jīngjù 京劇。
130 杂技团 zájì tuán 雑技団。
131 二胡 èrhú 二胡。
132 麻将 májiàng マージャン。
133 打麻将 dǎ májiàng マージャンをする。
134 打牌 dǎ pái マージャン(もしくはトランプ)をする。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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