
No 中国語 ピンイン 日本語

1 学问 xuéwen 学問。知識。
2 学术 xuéshù 学術。
3 学习 xuéxí 学習。学ぶ。勉強する。
4 专攻 zhuānggōng 専攻する。
5 专业 zhuānyè 専攻。専攻の学科。専業の。専門の。
6 科目 kēmù 学術や帳簿の科目。
7 课目 kèmù 授業科目。訓練の科目。
8 课程 kèchéng 授業のカリキュラム。
9 功课 gōngkè 学業。授業。成績。宿題。勉強。
10 课 kè 授業。教材の課。科目。
11 一门课 yī mén kè １科目。
12 一节课 yī jié kè 授業１コマ。ワンレッスン。
13 一堂课 yī táng kè 授業１コマ。ワンレッスン。
14 第一课 dì yī kè 第１課。
15 一门功课 yī mén gōngkè １科目。
16 一门学问 yī mén xuéwèn ひとつの学問。
17 文科 wénkē 文科系の学科。
18 理科 lǐkē 理数系の学科。
19 语文 yǔwén 読み書き。国語。
20 数学 shùxué 算数。数学。
21 英语 yīngyǔ 英語。
22 地理 dìlǐ 地理。
23 历史 lìshǐ 歴史。
24 政治 zhèngzhì 政治。
25 生物 shēngwù 生物。
26 科学 kēxué 科学。
27 物理 wùlǐ 物理。
28 化学 huàxué 化学。
29 体育 tǐyù 体育。
30 音乐 yīnyuè 音楽。
31 美术 měishù 美術。
32 信息技术 xìnxī jìshù 情報技術。
33 品德 pǐndé 品性。
34 思想品德 sīxiǎng pǐndé 思想道徳。
35 品德与生活 pǐndé yǔ shēnghuó 道徳と生活。
36 品德与社会 pǐndé yǔ shèhuì 道徳と社会。
37 统计学 tǒngjì xué 統計学。
38 物理学 wùlǐ xué 物理学。
39 自然科学 zìrán kēxué 自然科学。
40 空间科学 kōngjiān kēxué 宇宙科学。
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41 化学 huàxué 化学。
42 生物学 shēngwù xué 生物学。
43 政治学 zhèngzhì xué 政治学。
44 法学 fǎ xué 法学。
45 经济学 jīngjì xué 経済学。
46 经营学 jīngyíng xué 経営学。
47 社会学 shèhuì xué 社会学。
48 教育学 jiàoyù xué 教育学。
49 哲学 zhéxué 哲学。
50 宗教学 zōngjiào xué 宗教学。
51 语言学 yǔyán xué 言語学。
52 考古学 kǎogǔ xué 考古学。
53 历史学 lìshǐ xué 歴史学。
54 地理学 dìlǐ xué 地理学。
55 文学 wénxué 文学。
56 艺术 yìshù 芸術。
57 艺术学 yìshù xué 芸術学。
58 心理学 xīnlǐ xué 心理学。
59 工学 gōngxué 工学。
60 工程学 gōngchéng xué 工学。
61 机械工程学 jīxiè gōngchéng xué 機械工学。
62 电气工程学 diànqì gōngchéng xué 電気工学。
63 建筑学 jiànzhú xué 建築学。
64 设计学 shèjì xué デザイン学。
65 农学 nóngxué 農学。
66 医学 yīxué 医学。
67 药学 yàoxué 薬学。
68 登记科目 dēngjì kēmù 履修科目。
69 课本 kèběn 教科書。
70 教科书 jiāokēshū 教科書。
71 笔记本 bǐjìběn ノート。
72 课堂笔记 kètáng bǐjì 授業のノート。
73 教材 jiàocái 教材。
74 作业 zuòyè 宿題。作業。
75 考试 kǎoshì 試験。テスト。
76 分 fēn テストや試合の点数を数えることば。
77 一百分 yī bǎi fēn １００点。
78 分数 fēnshù 得点数。数学の分数。
79 得分 défēn 得点数。点を取る。
80 打分 dǎfēn 採点をする。チェックする。
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81 合格 hégé 合格だ。
82 及格 jígé 試験に合格する。
83 考上 kǎoshàng 試験に合格する。
84 不及格 bù jígé 試験で不合格になる。
85 落榜 luòbǎng 試験に落第する。
86 合格分 hégéfēn 合格点。
87 及格者 jígézhě 合格者。
88 出榜 chūbǎng 合格者や当選者の張り出しをする。
89 发榜 fābǎng 試験の成績や合格者を発表する。
90 放榜 fàngbǎng 合格者名を掲示する。
91 学校 xuéxiào 学校。
92 小学 xiǎoxué 小学校。
93 中学 zhōngxué 中学と高校。中等教育機関。
94 初中 chūzhōng 中学校。
95 初级中学 chūjí zhōngxué 中学校。
96 高中 gāozhōng 高校。
97 高级中学 gāojí zhōngxué 高校。
98 大学 dàxué 大学。
99 高校 gāoxiào 大学と大学院。高等教育機関。
100 研究生院 yánjiūshēngyuàn 大学院。
101 专科学校 zhuānkē xuéxiào 専門学校。
102 毕业 bìyè 卒業。
103 教室 jiàoshì 教室。
104 课堂 kètáng 教室。
105 教员室 jiàoyuán shì 教員室。
106 学校办公室 xuéxiào bàngōngshì 学校の事務室。
107 职员办公室 zhíyuán bàngōngshì 職員室。
108 校园 xiàoyuán 校庭。キャンパス。
109 操场 cāochǎng 運動場。グラウンド。
110 体育馆 tǐyùguǎn 体育館。
111 游泳池 yóuyǒngchí プール。
112 校舍 xiàoshè 校舎。
113 校门 xiàomén 校門。
114 校歌 xiàogē 校歌。
115 制服 zhìfú 制服。
116 学校食堂 xuéxiào shítáng 学校の食堂。
117 学校伙食 xuéxiào huǒshí 学校給食。
118 学校宿舍 xuéxiào sùshè 学校の寄宿舎。
119 观摩教学 guānmó jiàoxué 授業参観。
120 黑板 hēibǎn ⿊板。
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121 粉笔 fěnbǐ チョーク。
122 黑板擦 hēibǎn cā ⿊板消し。
123 白板 báibǎn ホワイトボード。
124 白板笔 báibǎn bǐ ホワイトボードペン。
125 记号笔 jìhào bǐ マーカーペン。
126 白板擦 báibǎn cā ホワイトボード消し。
127 讲台 jiǎngtái 教壇。演壇。
128 自修 zìxiū 自習する。独習する。
129 自习 zìxí 自習する。
130 自习课 zìxíkè 自習授業。
131 自学 zìxué 独学する。
132 补课 bǔkè 補習授業。
133 私塾 sīshú 塾。
134 补习学校 bǔxí xuéxiào 予備校。
135 语言学校 yǔyán xuéxiào 語学学校。
136 外语私塾 wàiyǔ sīshú 外語教室。
137 教师 jiàoshī 学校の先生。
138 教员 jiàoyuán 教員。
139 老师 lǎoshī 先生。先生への呼びかけのことば。
140 教授 jiàoshòu 教授。教える。
141 博士 bóshì 博士。
142 校⻓ xiàozhǎng 校⻑。学⻑。
143 学生 xuésheng 学生。生徒。弟子。
144 上课 shàngkè 授業をする。授業に出る。
145 下课 xiàkè 授業が終わる。退く。
146 上学 shàngxué 登校する。通学する。小学校に上がる。
147 下课后 xiàkèhòu 放課後。
148 放学后 fàngxuéhòu 放課後。
149 课外活动 kèwài huódòng 課外活動。部活。
150 上学的路 shàngxué de lù 通学路。
151 留学 liúxué 留学。
152 留学生 liúxuéshēng 留学生。
153 预习 yùxí 予習する。
154 复习 fùxí 復習する。
155 温习 wēnxí 復習する。
156 教 jiāo 教える。
157 学 xué 学ぶ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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