
No 中国語 ピンイン 日本語

1 艺术 yìshù 芸術。
2 艺术家 yìshùjiā 芸術家。
3 艺术品 yìshùpǐn 芸術品。
4 艺术性的 yìshùxìng de 芸術的な。
5 现代艺术 xiàndài yìshù 現代アート。
6 当代艺术 dāng dài yìshù 現代アート。
7 美术 měishù 美術。
8 美术馆 měishùguǎn 美術館。ミュージアム。
9 美术展 měishùzhǎn 美術展。
10 美术品 měishùpǐn 美術品。
11 展览会 zhǎnlǎnhuì 展覧会。
12 博览会 bólǎnhuì 博覧会。
13 工艺 gōngyì 工芸。工業技術。
14 手工艺 shǒugōngyì 手工芸。
15 传统工艺 chuántǒng gōngyì 伝統工芸。
16 工艺品 gōngyìpǐn 工芸品。
17 ⺠间艺术 mínjiān yìshù ⺠芸。
18 ⺠间工艺品 mínjiān gōngyìpǐn ⺠芸品。
19 古董 gǔdǒng 骨董品。アンティーク。
20 骨董 gǔdǒng 骨董品。アンティーク。
21 古玩 gǔwán 骨董品。アンティーク。
22 珍宝 zhēnbǎo 宝。宝物。
23 瑰宝 guībǎo 貴重な宝。
24 国宝 guóbǎo 国宝。
25 国宝级 guóbǎojí 国宝級。
26 相当于国宝的 xiāngdāng yú guóbǎo de 国宝級の。国宝に相当する。
27 文物 wénwù 文化財。文化遺産。
28 文化遗产 wénhuà yíchǎn 文化財。文化遺産。
29 手工 shǒugōng 手仕事。手細工。
30 手工做 shǒugōng zuò 手作り。
31 手工制作 shǒugōng zhìzuò 手作り。
32 手工活 shǒugōng huó 手仕事。手作業。
33 手工作业 shǒugōng zuòyè 手仕事。手作業。
34 画儿 huàr 絵画 (かいが)。
35 画 huà 絵画 (かいが)。
36 绘画 huìhuà 絵画 (かいが)。
37 图画 túhuà 図面。図。絵。
38 壁画 bìhuà 壁画。
39 天花板壁画 tiānhuābǎn bìhuà 天井画。
40 油画 yóuhuà 油絵。
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41 水彩画 shuǐcǎihuà 水彩画。
42 铅笔画 qiānbǐhuà 鉛筆画。
43 素描 sùmiáo デッサン。
44 版画 bǎnhuà 版画。
45 木刻画 mùkèhuà 木版画。
46 人物画 rénwùhuà 人物画。
47 肖像画 xiàoxiànghuà 肖像画。
48 静物画 jìngwùhuà 静物画。
49 ⻛景画 fēngjǐnghuà 風景画。
50 抽象画 chōuxiànghuà 抽象画。
51 山水画 shānshuǐhuà 山水画。
52 水墨画 shuǐmòhuà 水墨画。
53 日本画 rìběnhuà 日本画。
54 中国画 zhōngguóhuà 中国画。
55 ⻄洋画 xīyánghuà ⻄洋画。⻄洋風の技法で描いた絵画。
56 书画 shūhuà 書画。
57 字画 zìhuà 書画。
58 卷轴话 juànzhóuhuà 掛け軸。
59 挂轴话 guàzhóuhuà 掛け軸。
60 艺术照 yìshù zhào 芸術写真。
61 雕刻 diāokè 彫刻。
62 木雕 mùdiāo 木彫り。
63 浮雕 fúdiāo レリーフ。
64 雕像 diāoxiàng 彫像。
65 塑像 sùxiàng 粘土や石膏で作った像。塑像 (そぞう)。
66 玻璃工艺 bōlí gōngyì ガラス細工。
67 金属工艺 jīnshǔ gōngyì 金属細工。
68 刺绣 cìxiù 刺繍 (ししゅう)。
69 蜡染 làrǎn ろうけつ染め。
70 面塑 miànsù もち⽶粉で人形などを作る⺠間工芸。
71 竹雕 zhúdiāo 竹の彫刻。
72 剪纸 jiǎnzhǐ 切り絵。切り紙細工。
73 陶瓷器 táocíqì 陶磁器。
74 唐三彩 tángsāncǎi 彩色陶器。
75 景泰蓝 jǐngtàilán 七宝焼き。
76 复制品 fùzhìpǐn レプリカ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

芸術。美術品、工芸品。   2/2

2


