
No 中国語 ピンイン 日本語

1 水 shuǐ 水
2 一杯水 yī bēi shuǐ コップ一杯の水。
3 一点水 yīdiǎn shuǐ すこしの水。
4 一点点水 yī diǎn diǎn shuǐ 少量の水。わずかな水。
5 些许水 xiēxǔ shuǐ 少量の水。わずかな水。
6 一些水 yīxiē shuǐ いくらかの水。すこしの水。
7 很多水 hěn duō shuǐ たくさんの水。
8 很多的水 hěn duō de shuǐ たくさんの水。
9 多少水 duōshǎo shuǐ どれほどの水。
10 多喝水 duō hē shuǐ たくさん水を飲んで。
11 自来水 zìláishuǐ 水道水。
12 生水 shēngshuǐ なま水。
13 淡水 dànshuǐ ま水。淡水。
14 盐水 yánshuǐ 塩水。
15 海水 hǎishuǐ 海水。
16 河水 héshuǐ 川の水。
17 湖水 húshuǐ 湖の水。
18 工业用水 gōngyè yòngshuǐ 工業用水。
19 农业用水 nóngyè yòngshuǐ 農業用水。
20 废水 fèishuǐ 廃水。
21 污水 wūshuǐ 汚水。
22 脏水 zāngshuǐ 汚水。
23 泥水 níshuǐ 泥水。
24 净水 jìngshuǐ 浄水する。
25 净化水 jìnghuàshuǐ 浄化水。
26 纯净水 chúnjìngshuǐ 精製水。不純物を取り除いた水。
27 纯水 chúnshuǐ 不純物を含まない水。
28 饮用水 yǐnyòngshuǐ 飲料水。
29 矿泉水 kuàngquánshuǐ ミネラルウォーター。
30 蒸馏水 zhēngliúshuǐ 蒸留水。
31 泉水 quánshuǐ わき水。泉の水。
32 苏打水 sūdǎ shuǐ ソーダ水。
33 硬水 yìngshuǐ 硬水。
34 软水 ruǎnshuǐ 軟水。
35 净水 jǐngshuǐ 井⼾水。
36 雨水 yǔshuǐ 雨水。
37 融雪的水 róngxuě de shuǐ 雪解け水。
38 贮存水 zhùcún shuǐ 貯蔵水。
39 凉水 liángshuǐ 冷たい水。冷水。
40 冷水 lěngshuǐ 冷たい水。冷水。
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41 冰水 bīngshuǐ 冷たい水。氷水。
42 冰镇凉水 bīngzhèn liángshuǐ 氷などで冷やした水。氷水。
43 冰块 bīngkuài 氷のかたまり。氷。
44 常温水 chángwēn shuǐ 常温水。
45 微温水 wēiwēn shuǐ ぬるい水。ぬるま湯。
46 微温的水 wēiwēn de shuǐ ぬるい水。ぬるま湯。
47 温水 wēnshuǐ 暖かいお湯。
48 热水 rèshuǐ 熱いお湯。
49 沸水 fèishuǐ 沸騰したお湯。熱湯。
50 滚水 gǔnshuǐ 沸騰したお湯。熱湯。
51 开水 kāishuǐ 湯。さゆ。一度、火で沸騰させた水。
52 白开水 báikāishuǐ さゆ。
53 热开水 rè kāishuǐ 熱いお湯。
54 凉开水 liáng kāishuǐ 冷ましたお湯。湯さまし。
55 冷开水 lěng kāishuǐ 冷ましたお湯。湯さまし。
56 凉白开 liángbáikāi 冷ましたお湯。湯さまし。
57 热水的温度 rèshuǐ de wēndù お湯の温度。
58 洗澡水温度 xǐzǎo shuǐ wēndù 風呂やシャワーの温度。湯かげん。
59 太热了 tài rè le 熱すぎる。
60 太冷了 tài lěng le 冷たすぎる。
61 温度正好 wēndù zhènghǎo 温度はちょうどよい。
62 烧热水 shāo rèshuǐ 湯を沸かす。
63 烧开水 shāo kāishuǐ 湯を沸かす。
64 把水烧开了 bǎ shuǐ shāo kāi le 湯を沸かした。
65 净水器 jìngshuǐqì 浄水器。
66 饮水机 yǐnshuǐjī ウォーターサーバー。
67 矿泉水桶 kuàngquán shuǐtǒng ミネラルウォーターの水桶。飲料水の大型ボトル。
68 饮水机水桶 yǐnshuǐjī shuǐtǒng ウォーターサーバーの水桶。
69 饮水机桶 yǐnshuǐjī tǒng ウォーターサーバーの水桶。
70 液体 yètǐ 液体。
71 气体 qìtǐ 気体。
72 固体 gùtǐ 個体。
73 水灾 shuǐzāi 水害。
74 玩儿水 wánr shuǐ 水遊び。
75 水枪 shuǐqiāng 水鉄砲。
76 喷泉 pēnquán 噴水。
77 降温喷雾机 jiàngwēn pēnwù jī ミスト散布機。
78 饮水处 yǐnshuǐchù 水飲み場。
79 请给我水 qǐng gěi wǒ shuǐ 水ください。
80 请给我一杯水 qǐng gěi wǒ yī bēi shuǐ 水を一杯ください。
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81 请给我一杯冷水 qǐng gěi wǒ yī bēi lěngshuǐ 冷たい水を一杯ください。
82 请给我一杯冰水 qǐng gěi wǒ yī bēi bīngshuǐ 冷たい水を一杯ください。
83 请给我一杯白开水 qǐng gěi wǒ yī bēi báikāishuǐ さゆを一杯ください。
84 不出水 bù chū shuǐ 水が出ない。
85 不出熱水 bù chū rèshuǐ お湯が出ない。
86 没有热水 méiyǒu rèshuǐ お湯が出ない。
87 水不停 shuǐ bù tíng 水が止まらない。
88 排水管堵塞了 páishuǐguǎn dǔsè le 排水管が詰まった。
89 排水管堵住了 páishuǐguǎn dǔ zhù le 排水管が詰まった。
90 漏水 lòushuǐ 水漏れ。
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