
No 中国語 ピンイン 日本語

1 纸 zhǐ 紙。
2 纸张 zhǐzhāng 紙。
3 再生纸 zàishēngzhǐ 再生紙。
4 优质纸 yōuzhìzhǐ 上質紙。
5 高级纸 gāojí zhǐ 上質紙。
6 手工造纸 shǒugōng zào zhǐ 手すきの紙。
7 纸片 zhǐpiàn 紙切れ。
8 碎纸片 suìzhǐpiàn 紙切れ。
9 废纸 fèizhǐ 紙くず。廃棄する紙。
10 包装纸 bāozhuāngzhǐ 包装紙。
11 报纸 bàozhǐ 新聞。新聞紙。
12 衬纸 chènzhǐ 台紙。
13 方格纸 fānggézhǐ 方眼紙。
14 彩纸 cǎizhǐ いろ紙。
15 白纸 báizhǐ 白い紙。白紙。
16 空白纸 kòngbái zhǐ 何も書かれていない紙。
17 白卷 báijuàn 白紙答案。
18 折纸 zhézhǐ 折り紙を折る。
19 叠纸 dié zhǐ 折り紙を折る。
20 纸鹤 zhǐhè 折り鶴。
21 彩色纸屑 cǎisè zhǐxiè 紙吹雪。
22 纸屑⻜舞 zhǐxiè fēiwǔ 紙吹雪が舞う。
23 纸带 zhǐdài 紙テープ。
24 彩带 cǎidài 紙テープ。
25 签名纸板 qiānmíng zhǐbǎn サイン色紙。
26 纸板 zhǐbǎn 段ボール。ボール紙。
27 纸板箱 zhǐbǎnxiāng 段ボール箱。
28 纸箱 zhǐxiāng 紙箱。
29 纸箱子 zhǐxiāngzi 紙箱。
30 纸盒 zhǐhé 紙箱。
31 纸盒子 zhǐhézi 紙箱。
32 纸筒 zhǐtǒng 紙筒。
33 纸管 zhǐguǎn 紙筒。
34 纸套筒 zhǐtàotǒng 紙筒。
35 纸套管 zhǐtàoguǎn 紙筒。
36 卡纸 kǎzhǐ ボール紙。
37 板纸 bǎnzhǐ 厚紙。板紙。段ボール。
38 厚纸 hòuzhǐ 厚紙。
39 厚纸板 hòuzhǐbǎn 硬いボール紙。
40 薄纸板 bózhǐbǎn 薄いボール紙。
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41 硬纸 yìngzhǐ 堅紙。
42 硬纸板 yìngzhǐbǎn ボール紙。
43 墙纸 qiángzhǐ 壁紙。
44 招贴 zhāotiē 文字や図画によるポスター。
45 海报 hǎibào 映画などのポスター。
46 贴纸 tiēzhǐ 張り紙。
47 贴纸广告 tiēzhǐ guǎnggào 張り紙広告。
48 复印纸 fùyìnzhǐ コピー用紙。
49 A4纸 A sì zhǐ A4用紙。
50 便条 biàntiáo 書き付け。簡単なメモ。書置き。
51 便条本 biàntiáoběn メモ帳。
52 纸条子 zhǐ tiáozi 紙切れ。メモ。
53 便笺 biànjiān メモ用の紙切れ。
54 便利贴 biànlìtiē 付箋。ポストイット。
55 杂记本 zázhìběn 雑記帳。
56 笔记本 bǐjìběn ノート。
57 记事本 jìshìběn 手帳。記録帳。
58 活⻚纸 huóyèzhǐ ルーズリーフ。
59 活⻚本 huóyèběn ルーズリーフ。
60 报告用纸 bàogào yòngzhǐ レポート用紙。
61 报告纸 bàogàozhǐ レポート用紙。
62 登记表 dēngjì biǎo 記入用紙。登録フォーム。
63 表格 biǎogé 表。フォーム。書式。
64 问卷调查表 wènjuàn diàochá biǎo アンケート用紙。
65 文稿纸 wéngǎozhǐ 原稿用紙。
66 稿纸 gǎozhǐ 原稿用紙。
67 资料 zīliào 資料。
68 文件 wénjiàn 文献。公文書。
69 考卷 kǎojuàn テスト用紙。
70 试卷 shìjuàn テスト用紙。
71 卷子 juànzi 答案用紙。
72 答卷 dájuàn 解答用紙。
73 信纸 xìnzhǐ 便せん。
74 信笺 xìnjiān 便せん。
75 明信片 míngxìnpiàn ハガキ。
76 信封 xìnfēng 封筒。
77 复写纸 fùxiězhǐ カーボン紙。
78 透明纸 tòumíngzhǐ トレース紙。
79 描图纸 miáotúzhǐ トレース紙。
80 图画纸 túhuàzhǐ 画用紙。
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81 素描纸 sùmiáozhǐ スケッチ用紙。
82 卫生纸 wèishēngzhǐ トイレットペーパー。ティッシュ。
83 厕纸 cèzhǐ トイレットペーパー。
84 手纸 shǒuzhǐ ちり紙。トイレットペーパー。
85 纸巾 zhǐjīn ティッシュ。
86 湿纸巾 shīzhǐjīn ウエットティッシュ。
87 餐巾纸 cānjīnzhǐ 紙ナプキン。
88 餐纸 cānzhǐ 紙ナプキン。
89 手帕纸 shǒupàzhǐ ポケットティッシュ。
90 名片 míngpiàn 名刺。
91 传单 chuándān ビラ。ちらし。
92 小册子 xiǎocèzi パンフレット。
93 贴纸 tiēzhǐ シール。ステッカー。
94 纸杯 zhǐbēi 紙コップ。
95 纸尿布 zhǐniàobù 紙おむつ。
96 一次性尿布 yīcìxìng niàobù 使い捨てオムツ。
97 纸⻜机 zhǐfēijī 紙飛行機。
98 纸气球 zhǐqìqiú 紙風船。
99 纸口袋 zhǐkǒudai 紙袋。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

いろいろな紙   3/3

3


