
No 中国語 ピンイン 日本語

1 音乐 yīnyuè 音楽。
2 乐器 yuèqì 楽器。
3 键盘乐器 jiànpán yuèqì 鍵盤楽器。
4 弦乐器 xián yuèqì 弦楽器。
5 铜管乐器 tóngguǎn yuèqì 金管楽器。
6 吹奏乐器 chuīzòu yuèqì 吹奏楽器。
7 打击乐器 dǎjī yuèqì 打楽器。
8 传统乐器 chuántǒng yuèqì 伝統的な楽器。
9 乐队 yuèduì バンド。楽団。
10 乐团 yuètuán 楽団。
11 管弦乐 guǎnxiányuè 管弦楽。オーケストラ。
12 管弦乐队 guǎnxián yuèduì 管弦楽団。オーケストラ。
13 交响乐队 jiāoxiǎng yuèduì 交響楽団。オーケストラ。
14 演奏 yǎnzòu 演奏する。
15 奏乐 zòuyuè 演奏する。
16 钢琴 gāngqín ピアノ。
17 大钢琴 dàgāngqín グランドピアノ。
18 三角钢琴 sānjiǎo gāngqín グランドピアノ。
19 平台钢琴 píngtái gāngqín グランドピアノ。
20 大键琴 dàjiànqín チェンバロ。
21 古钢琴 gǔgāngqín クラヴィコード。
22 克拉维科德 kèlāwéikēdé クラヴィコード。
23 哈普⻄科德 hāpǔxīkēdé ハープシコード。
24 钢片琴 gāngpiànqín チェレスタ。
25 键盘式铁琴 jiànpánshì tiěqín チェレスタ。
26 齐特琴 qítèqín ツィター。チター。
27 ⻛琴 fēngqín オルガン。
28 管⻛琴 guǎn fēngqín パイプオルガン。
29 电子琴 diànzǐqín エレクトーン。
30 手⻛琴 shǒufēngqín アコーディオン。
31 电子音合成器 diànzǐyīn héchéngqì シンセサイザー。
32 电子乐器 diànzǐ yuèqì 電子楽器。
33 吉他 jítā ギター。
34 六弦琴 liùxiánqín ギター。
35 电吉他 diànjítā エレキギター。
36 低音电吉他 dīyīn diànjítā ベースギター。
37 ⻉斯吉他 bèisī jítā ベースギター。
38 非电吉他 fēidiànjítā アコースティックギター。
39 原声吉他 yuánshēng jítā アコースティックギター。
40 夏威夷吉他 xiàwēiyí jítā ハワイアンギター。
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41 钢片琴 gāngpiànqín スチールギター。
42 曼陀铃 màntuólíng マンダリン。
43 班卓琴 bānzhuóqín バンジョー。
44 斑鸠琴 bānjiūqín バンジョー。
45 乌克丽丽 wūkèlìlì ウクレレ。
46 乌克咧咧 wūkèliēliē ウクレレ。
47 尤克莱利琴 yóukèláilìqín ウクレレ。
48 尤克里里琴 yóukèlǐlǐqín ウクレレ。
49 巴拉莱卡 bālāláikǎ バラライカ。
50 三角琴 sānjiǎoqín バラライカ。
51 基萨拉琴 jīsàlāqín キタラ。
52 鲁特琴 lǔtèqín リュート。
53 琉特琴 liútèqín リュート。
54 大提琴 dàtíqín チェロ。
55 低音提琴 dīyīn tíqín コントラバス。
56 中提琴 zhōngtíqín ビオラ。
57 小提琴 xiǎotíqín バイオリン。
58 竖琴 shùqín ハープ。
59 三味线 sānwèixiàn 三味線。
60 古琴 gǔqín 琴。
61 二胡 èrhú 二胡。
62 琵琶 pípá 琵琶。
63 大号 dàhào チューバ。
64 小号 xiǎohào トランペット。
65 喇叭 lǎba ラッパ。トランペット。自動車のクラクション。
66 ⻓号 chánghào トロンボーン。
67 拉管 lāguǎn トロンボーン。
68 中音萨克斯管 zhōngyīn sàkèsīguǎn アルトサックス。
69 次中音萨克斯管 cìzhōngyīn sàkèsīguǎn テナーサックス。
70 圆号 yuánhào ホルン。
71 法国号 fǎguóhào ホルン。
72 定音鼓 dìngyīngǔ ティンパニ。
73 单簧管 dānhuángguǎn クラリネット。
74 黑管 hēiguǎn クラリネット。
75 低音单簧管 dīyīn dānhuángguǎn バスクラリネット。
76 ⻓笛 chángdí フルート。
77 短笛 duǎndí ピッコロ。
78 双簧管 shuānghuángguǎn オーボエ。
79 低音笛 dīyīndí ファゴット。
80 巴松管 bāsōngguǎn バスーン。
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81 英国管 yīngguóguǎn イングリッシュホルン。
82 口琴 kǒuqín ハーモニカ。
83 竖笛 shùdí 縦笛。リコーダー。
84 木笛 mùdí 木の笛。リコーダー。
85 竹笛 zhúdí 竹笛。
86 陶笛 táodí オカリナ。
87 奥卡利那笛 àokǎlìnà dí オカリナ。
88 笛子 dízi 笛。
89 哨子 shàozi ホイッスル。
90 尺八 chǐbā 尺八。
91 木琴 mùqín 木琴。シロフォン。
92 铁琴 tiěqín 鉄琴。ビブラフォン。
93 鼓 gǔ ドラム。
94 架子鼓 jiàzigǔ ドラムセット。
95 爵士鼓 juéshì gǔ ドラムセット。
96 大鼓 dàgǔ 大太鼓。
97 小鼓 xiǎogǔ 小太鼓。
98 锣 luó ドラ。
99 钟 zhōng 鐘。
100 铜钹 tóngbó シンバル。
101 铙钹 náobó シンバル。
102 铃鼓 línggǔ タンバリン。
103 三角铁 sānjiǎotiě トライアングル。
104 响板 xiǎngbǎn カスタネット。
105 响葫芦 xiǎnghúlu マラカス。
106 沙槌 shāchuí マラカス。
107 拉 lā 弦楽器を弾く。
108 拉小提琴 lā xiǎotíqín バイオリンを弾く。
109 吹 chuī 楽器を吹き鳴らす。
110 吹喇叭 chuī lǎba らっぱを吹く。いいふらす。おだてる。
111 打 dǎ 楽器をたたき鳴らす。
112 打鼓 dǎgǔ 太鼓をたたく。不安で胸がどきどきする。
113 敲 qiāo 楽器を打ち鳴らす。
114 敲鼓 qiāo gǔ 太鼓を打ち鳴らす。
115 敲铃鼓 qiāo línggǔ タンバリンを鳴らす。
116 弹 tán 楽器を弾き鳴らす。楽器を弾く。
117 弹吉他 tán jítā ギターを弾く。
118 弹钢琴 tán gāngqín ピアノを弾く。
119 摇 yáo 揺り動かす。
120 摇响葫芦 yáo xiǎnghúlu マラカスを鳴らす。
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121 唱片 chàngpiān 音楽レコード。
122 唱片儿 chàngpiānr 音楽レコード。
123 黑胶唱片 hēi jiāo chàngpiàn ビニールレコード。
124 转台 zhuàntái ターンテーブル。回転台。
125 转盘 zhuànpán ターンテーブル。ロータリー。
126 唱片骑士 chàngpiān qíshì ディスクジョッキー。DJ。
127 话筒 huàtǒng マイク。拡声器。
128 ⻨克⻛ màikèfēng マイク。
129 放大器 fàngdàqì アンプ。増幅器。
130 增音器 zēngyīnqì アンプ。
131 扬声器 yángshēngqì スピーカー。拡声器。
132 扩音器 kuòyīnqì 音響器。
133 音箱 yīnxiāng スピーカー。
134 音柜 yīnguì スピーカー。
135 歌手 gēshǒu 歌手。ボーカル。
136 唱歌 chànggē 歌を歌う。ボーカル。
137 合唱 héchàng コーラス。合唱。
138 说唱 shuōchàng ラップ。歌い語る演芸。
139 说唱歌手 shuōchàng gēshǒu ラッパー。
140 指挥 zhǐhuī 指揮者。
141 乐队指挥 yuèduì zhǐhuī バンドマスター。
142 乐队成员 yuèduì chéngyuán バンドマン。
143 节奏 jiézòu リズム。
144 旋律 xuánlǜ メロディー。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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