
No 中国語 ピンイン 日本語

1 音乐 yīnyuè 音楽。
2 欣赏音乐 xīnshǎng yīnyuè 音楽鑑賞。
3 听音乐 tīng yīnyuè 音楽を聴く。
4 唱歌 chànggē 歌を歌う。
5 种类 zhǒnglèi 種類。ジャンル。
6 体裁 tǐcái 様式。ジャンル。
7 类型 lèixíng 類型。タイプ。
8 流派 liúpài 流派。タイプ。
9 ⻛格 fēnggé スタイル。タイプ。風格。
10 摇滚 yáogǔn ロック。
11 摇滚乐 yáogǔnyuè ロック。
12 灵魂音乐 línghún yīnyuè ソウル。
13 灵乐 língyuè ソウル。
14 流行歌曲 liúxíng gēqǔ ポップス。
15 流行音乐 liúxíng yīnyuè ポップス。
16 ⺠谣 mínyáo フォークミュージック。
17 ⺠歌 míngē フォークミュージック。
18 爵士 juéshì ジャズ。
19 爵士乐 juéshìyuè ジャズ。
20 古典音乐 gǔdiǎn yīnyuè クラシック。
21 传统音乐 chuántǒng yīnyuè クラシック。
22 现代音乐 xiàndài yīnyuè 現代音楽。
23 ⺠族音乐 mínzú yīnyuè ⺠族音楽。
24 ⺠间音乐 mínjiān yīnyuè ⺠族音楽。
25 歌谣 gēyáo ⺠謡。歌謡。
26 硬摇滚 yìngyáogǔn ハードロック。
27 金属音乐 jīnshǔ yīnyuè ヘビーメタル。
28 朋克 péngkè パンクロック。
29 后摇 hòuyáo ポストロック。
30 乡村音乐 xiāngcūn yīnyuè カントリーミュージック。
31 节奏布鲁斯 jiézòu bùlǔsī リズム・アンド・ブルース。
32 蓝调 lándiào ブルース。
33 嬉哈音乐 xīhā yīnyuè ヒップホップ。
34 说唱 shuōchàng ラップミュージック。
35 舞曲 wǔqǔ ダンスミュージック。
36 ＤＪ舞曲 ＤＪwǔqǔ ＤＪ音楽。クラブミュージック。
37 ＤＪ音乐 ＤＪyīnyuè ＤＪ音楽。クラブミュージック。
38 俱乐部ＤＪ舞曲 jùlèbù ＤＪwǔqǔ ＤＪ音楽。クラブミュージック。
39 慢摇 mànyáo ダウンテンポ。クラブミュージック。
40 高科技舞曲 gāo kējì wǔqǔ テクノミュージック。

音楽ジャンルなど   1/3

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 迷幻舞曲 míhuàn wǔqǔ トランスミュージック。
42 迷幻音乐 míhuàn yīnyuè サイケデリックミュージック。
43 雷⻤乐 léiguǐyuè レゲエ。
44 世界音乐 shìjiè yīnyuè ワールドミュージック。
45 拉丁音乐 lādīng yīnyuè ラテンミュージック。
46 博萨诺瓦 bósànuòwǎ ボサノバ。
47 中国⻛歌曲 zhōngguó fēng gēqǔ 中国風の楽曲。
48 电子音乐 diànzǐ yīnyuè 電子音楽。
49 新世界音乐 xīnshìjiè yīnyuè ニューエイジミュージック。
50 轻音乐 qīngyīnyuè 軽音楽。イージーリスニング。
51 器乐 qìyuè インストゥルメンタル。
52 管弦乐团 guǎnxián yuètuán オーケストラ。
53 阿卡⻉拉 ākǎbèilā アカペラ。
54 合唱 héchàng 合唱。
55 二重唱 èrchóng chàng デュエット。
56 双人唱 shuāngrén chàng デュエット。
57 翻唱歌曲 fānchàng gēqǔ カバー曲。
58 混音 hùnyīn ミキシング。リミックス。
59 〜版 〜bǎn 〜バージョン。
60 歌手 gēshǒu 歌手。バンドのボーカル。
61 歌词 gēcí 歌詞。
62 歌曲 gēqǔ 歌楽曲。
63 乐曲 yuèqǔ 楽曲。
64 旋律 xuánlǜ 旋律。メロディー。
65 曲调 qǔdiào 曲調。メロディー。
66 节奏 jiézòu リズム。テンポ。
67 弦乐器 xiányuèqì 弦楽器。
68 吉他 jítā ギター。
69 电吉他 diàn jítā エレキギター。
70 低音吉他 dīyīn jítā ベースギター。
71 钢琴 gāngqín ピアノ。
72 ⻛琴 fēngqín オルガン。
73 电子琴 diànzǐqín キーボード楽器。
74 铜管乐器 tóng guǎn yuèqì 管楽器。
75 小号 xiǎohào トランペット。
76 小喇叭 xiǎo lǎba トランペット。
77 萨克斯 sàkèsī サックス。
78 萨克斯⻛ sàkèsīfēng サックス。
79 萨克管 sàkèguǎn サックス。
80 ⻓号 chánghào トロンボーン。
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81 拉管号 lāguǎnhào トロンボーン。
82 伸缩喇叭 shēnsuō lǎba トロンボーン。
83 打击乐器 dǎjī yuèqì パーカッション。打楽器。
84 架子鼓 jiàzi gǔ ドラム。ドラムセット。
85 爵士鼓 juéshì gǔ ドラム。ドラムセット。
86 乐队 yuèduì バンド。楽団。
87 乐团 yuètuán バンド。楽団。
88 摇滚乐队 yáogǔn yuèduì ロックバンド。
89 摇滚乐团 yáogǔn yuètuán ロックバンド。
90 管乐队 guǎnyuèduì ブラスバンド。
91 DJ师 DJ shī ＤＪ。
92 说唱歌手 shuōchàng gēshǒu ラッパー。
93 DJ混音器 DJ hǔnyīnqì ＤＪ用の音楽ミキサー。
94 DJ转台 DJ zhuàntái ＤＪ用のターンテーブル。
95 DJ唱机 DJ chàngjī ＤＪ用のターンテーブル。
96 黑胶唱片 hēijiāo chàngpiàn アナログレコード。
97 演奏会 yǎnzòu huì 演奏会。コンサート。
98 演唱会 yǎnchàng huì コンサート。
99 音乐会 yīnyuè huì 音楽会。コンサート。
100 现场 xiànchǎng ライブ。現場。
101 热门 rèmén はやり。ホット。
102 热潮 rècháo ブーム。高まり。
103 排行榜 páihángbǎng ランキング。ヒットチャート。
104 排行 páiháng ランキング。ヒットチャート。
105 披头士乐队 Pītóushì yuèduì ビートルズ。
106 甲壳虫乐队 Jiǎqiàochóng yuèduì ビートルズ。
107 滚石乐队 Gǔnshí yuèduì ローリングストーンズ。
108 皇后乐队 Huánghòu yuèduì クイーン。
109 涅槃乐队 Nièpán yuèduì ニルヴァーナ。
110 巴布·馬利 Bābù Mǎlì ボブマーリー。
111 迈克尔·杰克逊 Màikè'ěr Jiékèxùn マイケルジャクソン。
112 惠特妮·休斯顿 Huìtènī Xiūsīdùn ホイットニーヒューストン。
113 玛丽亚·凯莉 Mǎlìyà Kǎilì マライヤキャリー。
114 碧昂丝 Bìángsī ビヨンセ。
115 诺拉·琼斯 Nuòlā Qióngsī ノラジョーンズ。
116 泰勒·斯威夫特 Tàilēi Sīwēifūtè テイラースウィフト。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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