
No 中国語 ピンイン 日本語

1 明天天气怎么样? míngtiān tiānqì zěnmeyàng 明日の天気はどうですか。
2 天气预报说 tiānqì yùbào shuō 天気予報によると。。
3 明天会下雪 míngtiān huì xià xuě 明日は雪が降るでしょう。
4 晴转云 qíng zhuǎn yún 晴れのち曇り。
5 雨转晴 yǔ zhuǎn qíng 雨のち晴れ。
6 阴间晴 yīn jiàn qíng 曇り時々晴れ。
7 多云有时有雨 duōyún yǒushí yǒu yǔ 曇り一時雨。
8 多云转阴 duōyún zhuǎn yīn 白ぐもりから⿊ぐもりになる。
9 明天是晴天 míngtiān shì qíngtiān 明日は晴れです。
10 明天有雨 míngtiān yǒu yǔ 明日は雨が降る。
11 如果下雨的话 rúguó xià yǔ de huà もしも雨ならば。。
12 要是下雨 yàoshi xià yǔ もし雨なら。。
13 要不是下雨 yàobushì xià yǔ もし雨でなければ。。
14 下雨了 xià yǔ le 雨が降ってきた。
15 明天会下暴雨 míngtiān huì xià bàoyǔ 明日は暴雨になるでしょう。
16 说不定明天会下雪 shuōbudìng míngtiān huì xià xuě ひょっとすると、明日、雪が降るかも。
17 似乎天要请了 sìhū tiān yào qíng le どうやら晴れになるようだ。
18 下午有阵雨 xiàwǔ yǒu zhènyǔ 午後はにわか雨になるでしょう。
19 正在下毛毛雨 zhèngzài xià máomaoyǔ 今、霧雨が降っている。
20 零星小雨 língxīng xiǎoyǔ 小雨。
21 梅雨季节 méiyǔ jìjié 梅雨の季節。
22 ⻩梅雨季 huángméi yǔ jì 梅雨の季節。
23 台⻛会来 táifēng huì lái 台風が来る。
24 避避雨吧 bìbì yǔ ba ちょっと雨宿りしましょう。
25 变成了小雨 biànchéng le xiǎoyǔ 小雨になった。
26 变成了大雨 biànchéng le dàyǔ 大雨になった。
27 雨停了 yǔ tíng le 雨がやんだ。
28 雨还在下吗? yǔ hái zài xià ma 雨、まだ降ってますか。
29 雨一直不停 yǔ yīzhí bù tíng 雨がずっとやまない。
30 放晴了 fàng qíng le 晴れてきた。
31 天阴下来了 tiān yīnxialai le 空が曇ってきました。
32 要下雨了 yào xià yǔ le もう雨が降りそう。
33 好像要下雨 hǎoxiàng yào xiàyǔ 雨が降りそうな感じ。
34 可能要下雨 kěnéng yào xiàyǔ 雨が降るかもしれない。
35 快下雨了 kuài xià yǔ le もうすぐ雨がふりそうです。
36 我估计不会下雨 wǒ gūjì bù huì xià yǔ 私は雨が降らないと見通しします。
37 明天是阴天 míngtiān shì yīntiān 明日は曇りです。
38 多云天空 duōyún tiānkōng 雲の多い空。曇り空。
39 万里无云 wànlì wúyún 快晴。
40 晴朗的天空 qínglǎng de tiānkōng 晴れ晴れした空。
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41 今天是个好天 jīntiān shìgè hǎo tiān 今日はいい天気。
42 打雷 dǎléi 雷が鳴る。
43 雷劈了 léi pī le 雷が落ちた。
44 遇上雷雨 yù shàng léiyǔ 雷雨に出くわす。
45 ⻢路被水淹了 mǎlù bèi shuǐ yān le 道路が水浸しだ。道が水であふれている。
46 外面在下大雨 wài miàn zài xià dàyǔ 外はひどい雨です。
47 刮⻛ guā fēng 風が吹く。
48 ⻛很大 fēng hěn dà 風が強い。
49 今天很暖和 jīntiān hěn nuǎnhuo 今日は暖かい。
50 今天比较凉快 jīntiān bǐjiào liángkuai 今日は比較的、涼しい。
51 昨晚闷热 zuówǎn mēnrè 昨晩は蒸し暑かった。
52 天冷了 tiān lěng le 気候が寒くなった。
53 变冷了 biàn lěng le 寒くなった。
54 冷得要命 lěng de yàomìng 寒くてたまらない。とっても寒い。
55 有太阳 yǒu tàiyáng 日差しがある。太陽が出てる。
56 太阳好 tàiyáng hǎo 日差しが明るい。日当たりが良い。
57 太阳升起 tàiyáng shēng qǐ 日が昇る。太陽が出る。
58 太阳落下去 tàiyáng luòxià qù 日が沈む。太陽が沈む。
59 天黑了 tiān hēi le 日が暮れた。あたりは暗くなった。
60 可以看到月亮 kěyǐ kàn dào yuèliàng 月が見える。
61 星星在闪亮 xīngxing zài shǎngliàng 星がきらめいている。
62 气象预报 qìxiàng yùbào 気象予報。
63 气象台 qìxiàngtái 気象台。
64 气象卫星 qìxiàng wèixīng 気象衛星。
65 气象雷达 qìxiàng léidá 気象レーダー。
66 气压 qìyā 気圧。
67 高气压 gāoqìyā 高気圧。
68 低气压 dīqìyā 低気圧。
69 气压分布 qìyā fēnbù 気圧配置。
70 气压倾向 qìyā qīngxiàng 気圧傾向。
71 锋 fēng 前線。
72 锋面 fēngmiàn 前線。
73 暖锋 nuǎnfēng 温暖前線。
74 冷峰 lěngfēng 寒冷前線。
75 静止锋 jìngzhǐfēng 停滞前線。
76 寒流 hánliú 寒波。寒流。
77 气温 qìwēn 気温。
78 温度 wēndù 温度。
79 摄氏 shèshì 摂氏。
80 华氏 huáshì 華氏。
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81 零下 língxià 零下。
82 湿度 shīdù 湿度。
83 天气图 tiānqìtú 天気図。
84 变天 biàn tiān 天気が変わる。
85 天气好 tiānqì hǎo 天気が良い。
86 天气不好 tiānqì bùhǎo 天気が悪い。
87 天气很糟 tiānqì hěn zāo 大荒れの天気。天気はとても悪い。
88 炎热 yánrè ひどく暑い。猛暑。
89 严寒 yánhán 厳しい寒さ。
90 寒冷 hánlěng 寒い。
91 温暖 wēnnuǎn 温暖。暖かい。
92 凉爽 liángshuǎng 涼しい。
93 空气 kōngqì 空気。
94 潮湿 cháoshī 湿っぽい。
95 湿润 shīrùn 湿り気がある。
96 干燥 gānzào 乾燥している。
97 紫外线 zǐwàixiàn 紫外線。
98 晴朗 qíng lǎng 晴れ。
99 雨天 yǔtiān 雨天。
100 又出太阳又下雨 yòu chū tàiyáng yòu xià yǔ 晴れながら雨。きつねの嫁入り。
101 边下雨边出太阳 biān xià yǔ biān chū tàiyáng 晴れながら雨。きつねの嫁入り。
102 出太阳下雨 chū tàiyáng xià yǔ 晴れながら雨。きつねの嫁入り。
103 晴天下雨 qíngtiān xià yǔ 晴れながら雨。きつねの嫁入り。
104 太阳雨 tàiyáng yǔ 晴れながら雨。きつねの嫁入り。
105 小雨 xiǎoyǔ 小雨。
106 中雨 zhōngyǔ 普通程度の雨。
107 大雨 dàyǔ 大雨。
108 暴雨 bàoyǔ 豪雨。
109 豪雨 háoyǔ 集中豪雨。
110 暴⻛雨 bàofēngyǔ 暴風雨。
111 雨量 yǔliàng 雨量。
112 降雨量 jiàngyǔliàng 降雨量。
113 降水量 jiàngshuǐliàng 降水量。
114 百帕 bǎipà ヘクトパスカル。
115 雨季 yǔjì 雨季。
116 入梅 rùméi 梅雨入り。
117 出梅 chūméi 梅雨明け。
118 打伞 dǎ sǎn 傘をさす。
119 雨点 yǔdiǎn 雨粒。
120 雷阵雨 léizhènyǔ 雷を伴うにわか雨。
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121 闪电 shǎndiàn 稲妻。
122 落雷 luòléi 雷が落ちる。落雷。
123 霹雳 pīlì 強烈な雷鳴。
124 雨夹雪 yǔjiāxuě みぞれ。
125 冰雹 bīngbáo ひょう。
126 冰柱 bīngzhù つらら。
127 霜冻 shuāngdòng 霜。
128 下霜 xià shuāng 霜が降りる。
129 结冰 jiébīng 氷が張る。
130 小雪 xiǎoxuě 小雪。
131 中雪 zhōngxuě 普通程度の雪。
132 大雪 dàxuě 大雪。
133 暴雪 bàoxuě どか雪。
134 大暴雪 dàbàoxuě 吹雪。
135 暴⻛雪 bàofēngxuě 大吹雪。
136 ⻛力 fēnglì 風力。
137 ⻛级 fēngjí 風力の等級。
138 微⻛ wēifēng そよ風。
139 大⻛ dàfēng 強風。
140 龙卷 lóngjuǎn ⻯巻。
141 龙卷⻛ lóngjuǎnfēng ⻯巻。
142 飓⻛ jùfēng ハリケーン。
143 有⻛ yǒu fēng 風がある。
144 起⻛了 qǐ fēng le 風が吹きだした。
145 ⻛住了 fēng zhù le 風がやんだ。
146 阵⻛ zhènfēng 突風。
147 寒⻛ hánfēng 北風。
148 沙暴 shābào 砂嵐。
149 沙尘暴 shāchénbào 砂嵐。
150 ⻛沙 fēngshā 舞い上がる砂ぼこり。
151 ⻩沙 huángshā ⻩砂。
152 霾 mái よどんだ大気。
153 雾霾 wùmái スモッグ。
154 烟雾 yānwù 霧やかすみやスモッグ。
155 雾 wù 霧。
156 下雾 xià wù 霧が出る。
157 大雾 dàwù 深い霧。
158 下大雾 xià dà wù 深い霧がでる。
159 雾气 wùqì 霧。
160 雾气很大 wùqì hěn dà 霧がたいへん深い。
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161 云彩 yúncai 雲。
162 积雨云 jīyǔyún 入道雲。
163 彩虹 cǎihóng 虹。
164 极光 jíguāng オーロラ。
165 地震 dìzhèn 地震。
166 地动 dìdòng 地震。
167 烈度 lièdù 中国の震度。
168 地震震级 dìzhèn zhènjí 地震のマグニチュード。
169 塌方 tāfāng 土砂崩れ。決壊。落盤。
170 山崩 shānbēng 地すべり。山崩れ。
171 雪崩 xuěbēng なだれ。
172 海啸 hǎixiào 津波。
173 洪水 hóngshuǐ 洪水。
174 泥石流 níshíliú 土石流。
175 火山 huǒshān 火山。
176 喷火 pēnhuǒ 噴火。
177 火山爆发 huǒshān bàofā 火山爆発。
178 火山喷发 huǒshān pēnfā 火山噴火。
179 干旱 gānhàn 降水不足の日照り。干ばつ。旱魃(かんばつ)。
180 火灾 huǒzāi 火災。
181 火警 huǒjǐng 火事。ぼや。
182 山火 shānhuǒ 山火事。
183 ⻛灾 fēngzāi 風害。
184 ⻛害 fēnghài 風害。
185 空气污染 kōngqì wūrǎn 空気汚染。
186 大气污染 dàqì wūrǎn 大気汚染。
187 地球变暖 dìqiú biàn nuǎn 地球温暖化。
188 天灾 tiānzāi 天災。
189 人祸 rénhuò 人災。
190 灾难 zāinàn 災難。
191 灾害 zāihài 災害。
192 自然灾害 zìrán zāihài 自然災害。
193 紧急时 jǐnjí shí 緊急時。
194 警报 jǐngbào 警報。サイレン。
195 避难 bìnàn 避難。
196 逃难 táonàn 避難。
197 避难警告 bìnàn jǐnggào 避難勧告。
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