
No 中国語 ピンイン 日本語

1 宠物 chǒngwù ペット。
2 宠物店 chǒngwùdiàn ペットショップ。
3 宠物医院 chǒngwù yīyuàn 動物病院。
4 宠物食品 chǒngwù shípǐn ペットフード。
5 食 shí えさ。
6 食儿 shír えさ。
7 饵 ěr えさ。
8 饵食 ěrshí 餌食。えさ。
9 饲料 sìliào 飼料。えさ。
10 ⻥饵 yú'ěr 魚のえさ。
11 钓饵 diào'ěr つりのえさ。
12 诱饵 yòu'ěr おとりのえさ。
13 养 yǎng 動物を飼う。植物を飼う。人の面倒をみる。養う。
14 饲养 sìyǎng 飼育する。
15 狗 gǒu 犬。
16 狗狗 gǒugǒu ワンコ。
17 小狗 xiǎogǒu 子犬。
18 小狗狗 xiǎo gǒugǒu 子犬。
19 看家狗 kānjiāgǒu 番犬。
20 喜爱的狗 xǐ'ài de gǒu 愛犬。
21 家犬 jiāquǎn 飼い犬。
22 宠物狗 chǒngwù gǒu 飼い犬。
23 野狗 yěgǒu 野良犬。
24 狗窝 gǒuwō 犬小屋。
25 养狗 yǎng gǒu 犬を飼う。
26 遛狗 liú gǒu 犬の散歩。
27 疯狗 fēnggǒu 狂犬。
28 狂犬病 kuángquǎnbìng 狂犬病。
29 猫 māo 猫。
30 猫咪 māomī ニャンコ。
31 小猫 xiǎomāo 子猫。
32 小猫咪 xiǎo māomī 子猫。
33 家猫 jiāmāo 飼い猫。
34 野猫 yěmāo ノラ猫。
35 宠爱的猫 chǒng'ài de māo 愛猫。
36 脖圈 bóquān 首綱。首輪。
37 宠物脖圈 chǒngwù bóquān ペット用首輪。
38 项圈 xiàngquān 首飾り。首輪。
39 宠物项圈 chǒngwù xiàngquān ペット用首輪。
40 脖链 bóliàn 首綱。首輪。
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41 脖子套 bózitào ネックカバー。
42 狗绳 gǒu shéng 犬のひも。
43 绳子 shéngzi 縄。ひも。
44 狗链 gǒu liàn 犬の鎖。
45 链子 liànzi 鎖。チェーン。
46 猫抓板 māozhuābǎn 猫の爪とぎ。
47 尾巴 wěiba 動物のしっぽ。
48 摇尾巴 yáo wěiba しっぽを振る。
49 躯体 qūtǐ 体。胴体。
50 腿 tuǐ あし。
51 前腿 qiántuǐ 前足。
52 后腿 hòutuǐ 後ろ足。
53 狗脸 gǒu liǎn 犬の顔。
54 猫脸 māo liǎn 猫の顔。
55 狗毛 gǒumáo 犬の毛。
56 猫毛 māomáo 猫の毛。
57 肉垫 ròudiàn 肉球。
58 猫的胡子 māo de húzi 猫のひげ。
59 猫的胡须 māo de húxū 猫のひげ。
60 猫拳 māo quán 猫拳。猫パンチ。
61 猫咪拳击 māomī quánjí 猫ボクシング。猫パンチ。
62 笼子 lóngzi 檻 (おり)。
63 ⻦笼 niǎolóng 鳥かご。
64 ⻥缸 yúgāng 魚用の水槽。金魚鉢。
65 可爱 kě'ài かわいい。
66 心爱 xīn'ài いとしい。
67 宝贵 bǎoguì いとしく大切。
68 好玩儿 hǎowánr 楽しく面白い。
69 猫咪咖啡厅 māomī kāfēi tīng 猫カフェ。
70 猫咪咖啡馆 māomī kāfēi guǎn 猫カフェ。
71 猫咪咖啡店 māomī kāfēi diàn 猫カフェ。
72 狗狗咖啡厅 gǒugǒu kāfēi tīng 犬カフェ。
73 狗狗公园 gǒugǒu gōngyuán ドッグパーク。ドッグラン。
74 狗公园 gǒu gōngyuán ドッグパーク。ドッグラン。
75 汪汪 wāngwāng ワンワン。
76 喵喵 miāomiāo ニャーニャー。
77 粪便 fènbiàn 糞。
78 㞎㞎 bǎba うんこ。
79 尿尿 niào niào しっこ。
80 狗屎 gǒushǐ 犬の糞。
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81 狗粪 gǒufèn 犬の糞。
82 猫屎 māoshǐ 猫の糞。
83 猫粪 māofèn 猫の糞。
84 养主 yǎngzhǔ 飼い主。
85 饲养者 sìyǎngzhě 飼育者。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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