
No 中国語 ピンイン 日本語

1 矮人 ǎirén 背の低い人。
2 爱人 àiren 夫または妻。恋人。
3 白色 báisè 白色。
4 百色 bǎisè さまざまな色。
5 出处 chūchǔ 出処進退。
6 出处 chūchù 出典。
7 楚楚 chǔchǔ きちんとしている。
8 处处 chùchù いたるところ。
9 窗 chuāng 窓。
10 床 chuáng ベッド。
11 大雪 dàxuě 大雪。
12 大学 dàxué 大学。
13 地方 dìfāng 地方。
14 地方 dìfang 場所。
15 东⻄ dōngxī 東⻄。
16 东⻄ dōngxi モノ。
17 夫妻 fūqī 夫妻。
18 服气 fúqì 心から敬服する。
19 福气 fúqi 幸運。
20 负气 fùqì 腹を立てる。
21 腹鳍 fùqí 腹びれ。
22 骨科 gǔkē 整形外科。
23 顾客 gùkè お客様。
24 韩语 hányǔ 韓国語。
25 汉语 hànyǔ 中国語。
26 教师 jiàoshī 教師。
27 教室 jiàoshì 教室。
28 结实 jiēshi しっかりしている。丈夫だ。
29 结实 jiēshí 植物が実をつける。
30 揭示 jiēshì 公示する。明らかに示す。
31 接事 jiēshì 職務を引き継ぎ、仕事する。
32 街市 jiēshì 商店が集まっている通り。
33 节食 jiéshí 食事制限する。
34 结石 jiéshí 結石。
35 结识 jiéshí 知り合いになる。
36 解释 jiěshì 釈明する。説明する。
37 届时 jièshí 予定の次期が来る。
38 界石 jièshí 土地の境界を表す石の標識。
39 橘子 júzi ミカン。
40 句子 jùzi 文。
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41 枯树 kūshù 枯れ木。
42 酷暑 kùshǔ 酷暑。
43 老师 lǎoshī 先生。
44 老实 lǎoshí まじめ。
45 买 mǎi 買う。
46 卖 mài 売る。
47 毛衣 máoyī 毛布。
48 贸易 màoyì 貿易。
49 奴隶 núlì 奴隷。
50 努力 nǔlì 努力する。
51 爬山 páshān 登山する。
52 怕山 pà shān 山を恐れる。
53 取 qǔ 取る。
54 去 qù 行く。
55 热点 rèdiǎn ホットな。話題の場所や事柄。焦点。
56 热电 rèdiàn 熱電気。
57 书架 shūjià 本棚。
58 暑假 shǔjià 夏休み。
59 听 tīng 聞く。
60 停 tíng 停まる。
61 同时 tóngshí 同時。
62 同事 tóngshì 同僚。
63 通知 tōngzhī 知らせる。
64 同志 tóngzhì 同志。
65 问 wèn 質問する。
66 吻 wěn キスする。
67 熊猫 xióngmāo パンダ。
68 胸毛 xiōngmáo 胸毛。
69 眼镜 yǎnjìng メガネ。
70 眼睛 yǎnjing 目。
71 烟酒 yānjiǔ タバコと酒。
72 研究 yánjiū 研究する。
73 摇 yáo 揺らす。
74 咬 yǎo 噛む。
75 一般 yībān 普通。
76 一半 yībàn 半分。
77 远 yuǎn 遠い。
78 圆 yuán 丸い。
79 知道 zhīdào 知っている。
80 指导 zhǐdǎo 指導する。
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81 知识 zhīshì 知識。
82 只是 zhǐshì ただ〜だけだ。
83 中药 zhōngyào 漢方薬。
84 重要 zhòngyào 重要だ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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