
No 中国語 ピンイン 日本語

1 头 tóu 頭。
2 头发 tóufa 髪の毛。
3 黑发 hēifà ⿊髪。
4 白发 báifà しらが。白髪。
5 银发 yínfà 銀髪。白髪。
6 金发 jīnfà 金髪。
7 秃 tū はげ頭。
8 汗毛 hánmáo 産毛。
9 皮肤 pífū 皮膚。
10 脸 liǎn 顔。
11 前额 qián'é 額。
12 太阳穴 tàiyángxué こめかみ。
13 眉毛 méimao まゆげ。
14 睫毛 jiémáo まつげ。
15 眼皮 yǎnpí まぶた。
16 单眼皮 dānyǎnpí 一重まぶた。
17 双眼皮 shuāngyǎnpí 二重まぶた。
18 眉头 méitóu みけん。
19 眼睛 yǎnjing 目。瞳。
20 眼瞳 yǎntóng 瞳。
21 瞳孔 tóngkǒng 瞳。
22 瞳人 tóngrén 瞳。
23 黑眼珠 hēiyǎnzhū ⿊目。
24 白眼珠 báiyǎnzhū 白目。
25 蓝眼睛 lán yǎnjīng ⻘い目。
26 眼屎 yǎnshǐ 目くそ。目やに。
27 眼眵 yǎnchī 目くそ。目やに。
28 眼泪 yǎnlèi 涙。
29 鼻子 bízi 鼻。
30 鼻梁 bíliáng 鼻すじ。
31 鼻孔 bíkǒng 鼻の穴。
32 鼻毛 bímáo 鼻毛。
33 鼻屎 bíshǐ 鼻くそ。
34 鼻涕 bítì 鼻水。
35 脸颊 liǎnjiá 頬。
36 耳朵 ěrduo 耳。
37 耳孔 ěrkǒng 耳の穴。
38 耳垂 ěrchuí 耳たぶ。
39 耳毛 ěrmáo 耳毛。
40 耳屎 ěrshǐ 耳くそ。耳あか。
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41 耳垢 ěrgòu 耳くそ。耳あか。
42 耳膜 ěrmó 鼓膜。
43 颊 jiá ほお。
44 脸蛋 liǎndàn ほお。
45 嘴 zuǐ 口。
46 嘴巴 zuĭba 口。ほお。
47 嘴唇 zuǐchún くちびる。
48 上唇 shàngchún 上くちびる。
49 下唇 xiàchún 下くちびる。
50 唾沫 tuòmo つば。
51 口水 kǒushuǐ つば。よだれ。
52 痰 tán たん。
53 呼吸 hūxī 呼吸。
54 气息 qìxī 息。におい。
55 哈欠 hāqian あくび。
56 嗝 gé しゃっくり。
57 喷嚏 pēntì くしゃみ。
58 嚏喷 tìpen くしゃみ。
59 咳嗽 késou せき。
60 牙 yá ⻭。
61 牙⻮ yáchǐ ⻭。
62 门牙 ményá 前⻭。
63 门⻮ ménchǐ 前⻭。
64 大牙 dàyá 奥⻭。
65 臼⻮ jiùchǐ 奥⻭。
66 牙龈 yáyín ⻭ぐき。
67 牙床 yáchuáng ⻭ぐき。
68 舌头 shétou 舌。
69 下巴 xiàba あご。
70 上颚 shàng'è 上あご。
71 下颚 xià'è 下あご。
72 胡子 húzi ひげ。
73 脖子 bózi 首。
74 嗓子 sǎnzi のど。
75 喉咙 hóulong のど。
76 喉结 hóujié のどぼとけ。
77 颈背 jǐngbèi 首の後ろ。うなじ。
78 颈椎 jǐngzhuī 頚椎(ケイツイ)。
79 肩膀 jiānbǎng 肩。
80 膀子 bǎngzi 肩。
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81 背 bèi 背中。
82 后背 hòubèi 背中。
83 胸 xiōng 胸。
84 胸膛 xiōngtáng 胸。
85 �胸部 xiōngbù 胸部。
86 乳房 rǔfáng 乳房。
87 乳头 rǔtóu 乳首。
88 奶头 nǎitóu 乳首。
89 ⺟乳 mǔrǔ ⺟乳。
90 胸毛 xiōngmáo 胸毛。
91 胳膊 gēbo 腕。
92 胳臂 gēbei 腕。
93 胳膊肘 gēbo zhǒu ひじ。
94 胳膊肘子 gēbó zhǒuzi ひじ。
95 腋下 yèxià わきの下。
96 腋毛 yèmáo わき毛。
97 手 shǒu 手。
98 手腕 shǒuwàn 手首。
99 手腕 �子 shǒuwànzi 手首。
100 手掌 shǒuzhǎng 手のひら。
101 手背 shǒubèi 手の甲。
102 手指 shǒuzhǐ 手の指。
103 脚趾 jiǎozhǐ 足の指。
104 指甲 zhǐjia (人の)爪。(手足の)爪。
105 脚指甲 jiǎozhǐjiǎ 足の指の爪。
106 指尖 zhǐjiān 指先。
107 指纹 zhīwén 指紋。
108 拇指 mǔzhǐ 手の親指。
109 大拇指 dàmuzhǐ 手の親指。
110 拇趾 mǔzhǐ 足の親指。
111 食指 shízhǐ 手の人差し指。
112 二趾 èrzhǐ 足の人差し指。
113 中指 zhōngzhǐ 手の中指。
114 中趾 zhōngzhǐ 足の中指。
115 无名指 wúmíngzhǐ 手の薬指。
116 四趾 sìzhǐ 足の薬指。
117 小指 xiǎozhǐ 手の小指。
118 小拇指 xiǎomuzhǐ 手の小指。
119 小趾 xiǎozhǐ 足の小指。
120 腰 yāo 腰。
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121 肚子 dùzi 腹。
122 肚子上的毛 dùzi shàng de máo 腹の毛。
123 肚脐 dùqí へそ。
124 肚脐眼 dùqí yǎn へそ。
125 小肚子 xiǎodùzi 下腹部。
126 生殖器 shēngzhíqì 性器。
127 阴茎 yīnjīng 陰茎。
128 睾丸 gāowán こう丸。
129 阴道 yīndào ちつ。
130 鸡巴 jība 男性器の俗称。
131 弟弟 dìdi 男性器の俗称。
132 妹妹 mèimei 女性器の俗称。
133 精液 jīngyè 精液。
134 做爱 zuò'ài 性交。
135 屁股 pìgu お尻。
136 肛门 gāngmén 肛門。
137 小便 xiǎobiàn 小便。
138 尿 niào 尿。
139 大便 dàbiàn 大便。
140 粪 fèn 糞。
141 屎 shǐ 大便。
142 排泄物 páixiè wù 排泄物。
143 屁 pì おなら。
144 腿 tuǐ ももから足首までの足。
145 大腿 dàtuǐ もも。
146 膝盖 xīgài ひざ。
147 小腿 xiǎotuǐ ひざから足首までの足。すね。
148 腿毛 tuǐmáo 足の毛。
149 小腿肚 xiǎotuǐdù ふくらはぎ。
150 脚 jiǎo 足首からつま先までの足。
151 脚脖子 jiǎobózi 足首。
152 脚背 jiǎobèi 足の甲。
153 脚后跟 Jiǎohòugēn かかと。
154 脚跟 jiǎogēn かかと。
155 脚踝 jiǎohuái くるぶし。
156 脚底 jiǎodǐ 足の裏。
157 脚掌 jiǎozhǎng 足の裏。
158 脑子 nǎozi 脳。
159 眼珠子 yǎnzhūzi 眼球。目玉。
160 食道 shídào 食道。
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161 心脏 xīnzàng 心臓。
162 肺 fèi 肺。
163 支气管 zhīqìguǎn 気管支。
164 胃 wèi 胃。
165 肝脏 gānzàng 肝臓。
166 肾脏 shènzàng 腎臓。
167 胰脏 yízàng 膵臓。
168 肠子 chángzi 腸。
169 大场 dàcháng 大腸。
170 小肠 xiǎocháng 小腸。
171 神经 shénjīng 神経。
172 血管 xuèguǎn 血管。
173 血液 xuèyè 血液。
174 骨头 gǔtou 骨。
175 酒窝 jiǔwō えくぼ。
176 笑涡 xiàowō えくぼ。
177 黑痣 hēizhì ほくろ。
178 黑子 hēizǐ ほくろ。 
179 痦子 wùzi ほくろ。
180 痣 zhì あざ。
181 瘀⻘ yūqīng あざ。
182 褐斑 hèbān 皮膚にできる染み。
183 雀斑 quèbān そばかす。
184 ⻘春痘 qīngchūn dòu ニキビ。
185 痘痘 dòu dòu ニキビ。
186 粉刺痕迹 fěncì hénjī ニキビ跡。
187 瘀伤 yūshāng 打撲。
188 ⻘斑 qīngbān ⻘⾊の斑点。
189 红斑 hóngbān 赤⾊の斑点。
190 紫斑 zǐbān 紫⾊の斑点。
191 鳞伤 línshāng 一面の傷跡。
192 擦伤 cāshāng 擦り傷。
193 伤痕 shānghén 傷跡。
194 痂 jiā かさぶた。
195 疮痂 chuāngjiā かさぶた。
196 水泡 shuǐpào 水ぶくれ。まめ。
197 疙瘩 gēda できもの。腫物。ぶつぶつ。
198 鸡皮疙瘩 jīpí gēda 鳥肌。
199 发抖 fādǒu 身体が震える。
200 颤抖 chàndǒu ぶるぶる震える。
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201 战斗 zhàndǒu ぶるぶる震える。おののく。
202 哆嗦 duōsuō ぶるぶる震える。
203 抽筋 chōujīn 筋がつる。筋肉がけいれんする。
204 脓包 nóngbāo おでき。
205 小脓包 xiǎo nóngbāo ふきでもの。
206 疮 chuāng できもの。かさ。
207 刀疮 dāo chuāng 刃物の傷。
208 烧伤疤痕 shāoshāng bāhén やけどの跡。
209 手术痕迹 shǒushù hénjì 手術跡。
210 垢 gòu 垢(あか)。
211 汗 hàn 汗。
212 汗水 hànshuǐ 汗。
213 虫牙 chóngyá 虫⻭。
214 纹身 wénshēn 入墨。
215 假手 jiǎshǒu 義手。人を利用する。
216 义手 yìshǒu 義手。
217 假腿 jiǎtuǐ 義足。
218 义肢 yìzhī 義足。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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