
No 中国語 ピンイン 日本語

1 猜拳游戏 cāiquán yóuxì 拳あそび。
2 猜拳 cāiquán 二人が互いに出す指の合計数を予想して言い当てる拳。
3 划拳 huáquán 二人が互いに出す指の合計数を予想して言い当てる拳。
4 石头剪刀布 shítou jiǎndāo bù じゃんけん。(掛け声も同じ。あいこの掛け声も同じ。)
5 石头剪子布 shítou jiǎnzi bù じゃんけん。(掛け声も同じ。あいこの掛け声も同じ。)
6 剪刀石头布 jiǎndāo shítou bù じゃんけん。(掛け声も同じ。あいこの掛け声も同じ。)
7 剪子石头布 jiǎnzi shítou bù じゃんけん。(掛け声も同じ。あいこの掛け声も同じ。)
8 剪子包袱锤 jiǎnzi bāofu chuí じゃんけん。(掛け声も同じ。あいこの掛け声も同じ。)
9 猜猜猜,钉,钢,锤 cāi cāi cāi, dīng, gāng, chuí じゃんけんの掛け声。あててみる、釘、はがね、ハンマー。

10 石头 shítou じゃんけんのグー。石。
11 锤 chuí じゃんけんのグー。ハンマー。
12 锤子 chuízi じゃんけんのグー。ハンマー。
13 剪刀 jiǎndāo じゃんけんのチョキ。はさみ。
14 剪子 jiǎnzi じゃんけんのチョキ。はさみ。
15 布 bù じゃんけんのパー。布。
16 包袱 bāofu じゃんけんのパー。ふろしき。荷物。
17 黑白猜男生女生配 hēibái cāi nánshēng nǚshēng pèi あっちむいてホイ。(台湾式の言い方。)
18 黑白猜 hēibái cāi (掛け声の)あっちむいて。
19 男生女生配 nánshēng nǚshēng pèi (掛け声の)ホイ。
20 朝那边 hoi cháo nàbiān hoi あっちむいてホイ。
21 朝那边看 cháo nàbiān kàn あっちむいてホイ。
22 朝那边 cháo nàbiān (掛け声の)あっちむいて。
23 hoi hoi (掛け声の)ホイ。
24 转向那一边 zhuǎnxiàng nà yībiān あっちむいてホイ。
25 那一边 nà yībiān (掛け声の)あっちむいて。
26 转向 zhuǎnxiàng (掛け声の)ホイ。
27 惩罚 chéngfá 処罰する。罰ゲーム。
28 王游戏 wáng yóuxì 王様ゲーム。
29 国王游戏 guówáng yóuxì 王様ゲーム。
30 猜谜 cāimí なぞ当て。
31 智力题 zhìlì tí 知力問題。クイズ問題。
32 谜语 míyǔ なぞなぞ。
33 猜猜看 cāi cāi kàn 当ててみて。
34 你猜猜看 nǐ cāi cāi kàn あなた当ててみて。
35 猜猜看这是什么 cāi cāi kàn zhè shì shénme これは何か当てて見て。
36 猜谜儿 cāi mèir なぞを解く。なぞを当てる。
37 破谜儿 pò mèir なぞを解く。なぞを当てる。
38 答案 dá'àn 答え。解答。
39 猜中 cāizhòng 当てる。的中する。
40 猜不中 cāi bu zhòng 当たらない。当てられない。
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41 我赢了 wǒ yíng le 私は勝った。
42 我输了 wǒ shū le 私は負けた。
43 不分胜负 bù fēn shèng fù 勝ち負けなし。おあいこ。引き分け。
44 平手 píngshǒu 引きわけ。ドローゲーム。
45 平局 píngjú 引きわけ。ドローゲーム。
46 请回答 Yes 或 No qǐng huídá Yes huò No Yes か No でお答えください。
47 请回答 Yes or No qǐng huídá Yes or No Yes か No でお答えください。
48 小游戏 xiǎo yóuxì ミニゲーム。
49 色子 shǎizi サイコロ。
50 骰子 tóuzi サイコロ。
51 色子游戏 shǎizǐ yóuxì サイコロゲーム。
52 骰子游戏 tóuzi yóuxì サイコロゲーム。
53 掷色子 zhì shǎizi サイコロを振る。サイコロ遊びをする。
54 掷骰子 zhì tóuzi サイコロを振る。サイコロ遊びをする。
55 摇色子 yáo shǎizi サイコロを振る。サイコロ遊びをする。
56 摇骰子 yáo tóuzi サイコロを振る。サイコロ遊びをする。
57 吹牛 chuīniú ほらふき。サイコロ遊びのほらふきゲーム。
58 两个一 liǎng ge yī サイコロの出目「１」が２個。
59 两个二 liǎng ge èr サイコロの出目「２」が２個。
60 十个六 shí ge liù サイコロの出目「６」が１０個。
61 开 kāi 「オープン。」のコール。
62 叠色子 dié shǎizi 積み上げダイス。サイコロタワー。
63 叠骰子 dié tóuzi 積み上げダイス。サイコロタワー。
64 纸牌 zhǐpái トランプなどのカード。
65 纸牌游戏 zhǐpái yóuxì カードゲーム。
66 玩纸牌 wán zhǐpái カードで遊ぶ。
67 扑克牌 pūkè pái トランプのカード。
68 扑克 pūkè トランプ。トランプをする。ポーカーをする。
69 打扑克 dǎ pūkè トランプをする。ポーカーをする。
70 玩扑克 wán pūkè トランプで遊ぶ。ポーカーで遊ぶ。
71 扑克脸 pūkè liǎn ポーカーフェイス。
72 抽王八 chōu wángbā ババ抜き。
73 抽⻤牌 chōu guǐpái ババ抜き。
74 抽乌⻳ chōu wūguī ババ抜き。
75 神经衰弱 shénjīng shuāiruò 神経衰弱。トランプ遊びの神経衰弱。
76 摸对儿 mōduìr トランプ遊びの神経衰弱。
77 钓⻥扑克牌 diàoyú pūkè pái トランプ遊びの神経衰弱。
78 黑桃 hēitáo スペード。
79 葵扇 kuíshàn スペード。
80 红桃 hóngtáo ハート。
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81 红心 hóngxīn ハート。
82 红方 hóngfāng ダイヤ。
83 方块 fāngkuài ダイヤ。
84 方片 fāngpiàn ダイヤ。
85 方角 fāngjiǎo ダイヤ。
86 钻石 zuànshí ダイヤ。ダイヤモンド。
87 梅花 méihuā クラブ。
88 草花 cǎohuā クラブ。
89 小丑牌 xiǎochǒu pái ジョーカー。
90 ⻤牌 guǐ pái ジョーカー。
91 ⼤⻤ dàguǐ ジョーカー。
92 小⻤ xiǎoguǐ ジョーカー。
93 乌⻳牌 wūguī pái ジョーカー。
94 ⼤王 dàwáng ジョーカー。
95 小王 xiǎowáng ジョーカー。
96 王牌 wángpái 切り札。ジョーカー。
97 国王 guówáng キング。
98 老K lǎo K キング。
99 女王 nǚwáng クイーン。
100 王后 wánghòu クイーン。
101 皇后 huánghòu クイーン。
102 武士 wǔshì ジャック。
103 骑士 qíshì ジャック。
104 贵族 guìzú ジャック。
105 尖儿 jiānr エース。
106 ⺓ yāo エース。
107 A牌 A pái エース。
108 花牌 huāpái 絵札。
109 洗牌 xǐpái シャッフルする。
110 分牌 fēnpái カードを分ける。
111 出牌 chūpái カードを出す。
112 对牌 duìpái カードのペア。
113 对子 duìzi カードのペア。
114 一对 yī duì ワンペア。
115 相同的牌 xiāngtóng de pái 同じカード。
116 三张相同 sān zhāng xiāngtóng ３枚同じ。
117 丢牌 diūpái カードを場に捨てる。
118 吃牌 chīpái カードを取る。
119 叫牌 jiàopái トランプでコールするときの言葉。
120 一副牌 yī fù pái １組のトランプカード。
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121 一副扑克牌 yī fù pūkèpái １組のトランプカード。
122 一组 yī zǔ １セット。
123 一张 yī zhāng １枚。
124 UNO牌 UNO pái カードゲームのUNO。
125 花札牌 huāzhá pái 日本の花札。
126 塔罗牌 tǎluō pái タロットカード。
127 井字棋 jǐngzìqí 三目並べ。
128 五子棋 wǔzǐqí 五目並べ。
129 黑白棋 hēibáiqí オセロゲーム。
130 转棋 zhuǎnqí オセロゲーム。
131 奥赛罗棋 àosàiluóqí オセロゲーム。
132 足球机 zúqiú jī テーブルサッカー。テーブルフットボール。
133 棒球盘 bàngqiú pán 野球盤。
134 升官图游戏 shēngguāntú yóuxì すごろくゲーム。
135 ⼤富翁游戏 dà fùwēng yóuxì すごろくゲームの一種。
136 地产⼤亨 dìchǎn dàhēng すごろくゲームの一種。
137 麻将 májiàng マージャン。
138 打麻将 dǎ májiàng マージャンをする。
139 麻将牌 májiàng pái マージャンパイ。
140 中国象棋 zhōngguó xiàngqí 中国将棋。
141 日本象棋 rìběn xiàngqí 日本将棋。
142 国际象棋 guójì xiàngqí チェス。
143 围棋 wéiqí 囲碁。
144 传话游戏 chuánhuà yóuxì 伝言ゲーム。
145 猜字游戏 cāizì yóuxì ジェスチャーゲーム。
146 做⻤脸 zuò guǐliǎn 変顔する。にらめっこする。
147 宾戈游戏 bīngē yóuxì ビンゴゲーム。
148 电子游戏 diànzǐ yóuxì 電子ゲーム。コンピューターゲーム。
149 电视游戏 diànshì yóuxì テレビゲーム。
150 超级⻢里奥兄弟 chāojí Mǎlǐào xiōngdì スーパーマリオブラザーズ。
151 玩法 wánfǎ 遊び方。
152 规则 guīzé 規則。ルール。
153 犯规 fànguī 反則する。規則に違反する。
154 练习 liànxí 練習。
155 排练 páiliàn リハーサル。
156 正式进行 zhèngshì jìnxíng 本番。
157 狡猾 jiǎohuá ずるい。
158 你很狡猾 nǐ hěn jiǎohuá あなたはずるい。
159 你好狡猾 nǐ hǎo jiǎohuá あなた、めっちゃずるい。
160 我不是狡猾 wǒ bùshì jiǎohuá わたしはずるくない。
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161 不甘心 bù gānxīn 悔しい。
162 可恶 kěwù くっそー。
163 糟了 zāo le しまった。
164 搞错了 gǎo cuò le やっちゃった。まちがえた。
165 就当这件事没有吧 jiù dāng zhè jiàn shì méiyǒu ba これは無かったことにしよう。
166 请再一次 qǐng zài yī cì もう一回お願いします。
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