
No 中国語 ピンイン 日本語

1 世界史 shìjièshǐ 世界史。
2 历史 lìshǐ 歴史。
3 历史上 lìshǐshang 歴史上。
4 伟人 wěirén 偉人。
5 伟大的人 wěidà de rén 偉大な人。
6 巨人 jùrén 大物。大人物。巨人。
7 杰出 jiéchū 才能などが優れている。傑出した。
8 卓越 zhuóyuè 卓越している。きわだっている。
9 成就 chénjiù 業績。成果。成就する。
10 业绩 yèjì 業績。成果。
11 有名 yǒumíng 有名だ。
12 知名 zhīmíng 著名だ。有名だ。
13 著名 zhùmíng 著名だ。名高い。
14 无名 wúmíng 無名だ。名がない。
15 人物 rénwù 人物。
16 拿破仑 nápòlún ナポレオン。
17 亚历山大大帝 yàlìshāndà dàdì アレキサンダー大王。
18 克丽欧佩特拉 kèlìōupèitèlā クレオパトラ。
19 克利奥帕特拉 kèlìàopàtèlā クレオパトラ。
20 玛丽安托瓦内特 mǎlì āntuōwǎnèitè マリーアントワネット。
21 贞德 zhēndé ジャンヌダルク。
22 莎士比亚 shāshìbǐyà シェークスピア。シェイクスピア。
23 ⻉多芬 bèiduōfēn ベートーベン。
24 巴哈 bāhā バッハ。
25 莫札特 mòzhātè モーツァルト。
26 肖邦 xiāobāng ショパン。
27 毕加索 bìjiāsuǒ ピカソ。
28 达利 dálì ダリ。
29 达芬奇 dá fēnqí ダヴィンチ。
30 米开朗基罗 mǐkāilǎngjīluō ミケランジェロ。
31 梵高 fàngāo ゴッホ。
32 蒙克 méngkè ムンク。
33 安迪沃霍尔 āndí wòhuò'ěr アンディウォーホル。
34 甘地 gāndì ガンジー。ガンディー。
35 耶稣基督 yēsū jīdū イエスキリスト。
36 释迦牟尼 shìjiā móuní 釈迦(しゃか)。ブッダ。
37 佛陀 fótuó 釈迦(しゃか)。ブッダ。
38 摩⻄ móxī モーゼ。
39 穆罕默德 mùhǎnmòdé ムハンマド。
40 霍金 huòjīn ホーキング博士。
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41 爱迪生 àidíshēng エジソン。
42 莱特兄弟 láitè xiōngdì ライト兄弟。
43 伽利略 jiālìlüè ガリレオ。
44 牛顿 niúdùn ニュートン。
45 爱因斯坦 àiyīnsītǎn アインシュタイン。
46 哥白尼 gēbáiní コペルニクス。
47 达尔文 dá'ěrwén ダーウィン。
48 居里夫人 jūlǐ fūrén キュリー夫人。
49 诺伊曼 nuòyīmàn ノイマン。
50 诺⻉尔 nuòbèi'ěr ノーベル。
51 林肯 línkěn リンカーン。
52 列宁 lièníng レーニン。
53 ⻢克思 mǎkèsī マルクス。
54 希特勒 xītèlēi ヒトラー。
55 斯大林 sīdàlín スターリン。
56 纳尔逊曼德拉 nà'ěrxùn màndélā ネルソンマンデラ。
57 ⻢丁路德金 mǎdīng lùdé jīn キング牧師。
58 南丁格尔 nándīng'gé'ěr ナイチンゲール。
59 德兰修女 délán xiūnǚ マザーテレサ。
60 特蕾莎修女 tèlěishā xiūnǚ マザーテレサ。
61 海伦凯勒 hǎilún kǎilēi ヘレンケラー。
62 安妮弗蘭克 ānnī fúlánkè アンネフランク。
63 安徒生 āntúshēng アンデルセン。
64 格林兄弟 gélín xiōngdì グリム兄弟。
65 孔子 kǒngzǐ 孔子。論語の思想家。
66 老子 lǎozǐ 老子。道家の思想家。
67 孟子 mèngzǐ 孟子(もうし)。道教の思想家。
68 庄子 zhuāngzǐ 荘子。道教の思想家。
69 李白 lǐbái 李白(りはく)。詩人。
70 秦始皇 qínshǐhuáng 秦の始皇帝。
71 诸葛亮 zhūgě liàng 知恵者。諸葛孔明。諸葛亮。
72 项羽 xiàngyǔ 項羽 (こうう)。中国史の武将。
73 刘邦 liúbāng 劉邦 (りゅうほう)。中国史の皇帝。
74 曹操 cáocāo 曹操 (そうそう)。中国史の武将。
75 刘备 liúbèi 劉備 (りゅうび)。中国史の武将。
76 孙权 sūnquán 孫権 (そんけん)。中国史の武将。
77 炀帝 yángdì 煬帝 (ようだい、ようてい)。中国史を代表する暴君。
78 鉴真 jiànzhēn 鑑真 (がんじん)。中国から日本に渡った僧侶。
79 空海 kōnghǎi 空海。日本から中国に留学した僧侶。
80 杨贵妃 yángguìfēi 楊貴妃。世界史三大美女のひとり。
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81 武则天 wǔzétiān 則天武后 (そくてんぶこう)。中国史の女帝。
82 成吉思汗 chéngjísīhán ジンギスカン。チンギスカン。チンギスハン。モンゴルの英雄。

83 慈禧太后 cíxǐtàihòu ⻄太后 (せいたいこう)。中国三代悪女のひとり。
84 爱新觉罗溥仪 àixīnjuéluō pǔyí 清朝のラストエンペラー。
85 孙中山 sūn zhōngshān 孫文 (そんぶん)。中国史の革命家、政治家。
86 袁世凯 yuán shìkǎi 袁世凱 (えんせいがい)。中華⺠国最高権⼒者になった人物。

87 蒋介石 jiǎng jièshí 蒋介石 (しょうかいせき)。初代中華⺠国総統。
88 毛泽东 máo zédōng 毛沢東 (もうたくとう)。中華人⺠共和国建国。
89 周恩来 zhōu ēnlái 周恩来 (しゅうおんらい)。日中国交正常化当時の中国の首相。

90 邓小平 dèng xiǎopíng 鄧小平 (とうしょうへい)。中国の改革開放路線を築いた。
91 田中角荣 tiánzhōng jiǎoróng 田中角栄。日中国交正常化当時の日本の首相。
92 尼克松 níkèsōng ニクソン。米中国交正常化を進めた大統領。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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