
No 中国語 ピンイン 日本語

1 性别 xìngbié 性別。
2 男性 nánxìng 男性。
3 女性 nǚxìng 女性。
4 性別认同障碍 xìngbié rèntóng zhàng'ài 性同一性障害。
5 性同一性障害 xìng tóngyī xìng zhànghài 性同一性障害。
6 性同一性障碍者 xìng tóngyī xìng zhàng'ài zhě 性同一性障害者。
7 性同一性障害者 xìng tóngyī xìng zhànghài zhě 性同一性障害者。
8 跨性別 kuà xìngbié トランスジェンダー。
9 跨性別者 kuà xìngbié zhě トランスジェンダー。
10 同性恋者 tóngxìngliàn zhě 同性愛者。
11 伪娘 wěi niáng 男の娘。男の女装。
12 男同性恋者 nán tóngxìngliàn zhě ゲイ。
13 女同性恋者 nǚ tóngxìngliàn zhě レズビアン。
14 双性恋者 shuāng xìng liàn zhě バイセクシュアル。
15 性取向障碍 xìng qǔxiàng zhàng'ài 性的指向障害。
16 变性手术 biànxìng shǒushù 性転換手術。
17 变性人 biànxìng rén 性転換者。
18 半男半女 bàn nán bàn nǚ 中性的。
19 雄性 xióngxìng オス。
20 雌性 cíxìng メス。
21 雌雄同体 cíxióngtóngtǐ 両性具有。
22 雄蕊 xióngruǐ おしべ。
23 雌蕊 círuǐ めしべ。
24 雄 xióng オスの。
25 雌 cí メスの。
26 雄鸡 xióngjī おんどり。
27 雌鸡 cíjī めんどり。
28 公 gōng オスの。
29 ⺟ mǔ メスの。
30 公鸡 gōngjī おんどり。
31 ⺟鸡 mǔjī めんどり。
32 男 nán 男。男性の。男性用。
33 女 nǚ 女。女性の。女性用。
34 男洗手间 nán xǐshǒujiān 男性用トイレ。
35 女洗手间 nǚ xǐshǒujiān 女性用トイレ。
36 男装 nánzhuāng メンズファッション。紳士服。
37 女装 nǚzhuāng レディースファッション。婦人服。
38 男的 nán de 男の人。
39 女的 nǚ de 女の人。
40 男人 nánrén 成人男性。
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41 女人 nǚrén 成人女性。
42 男孩 nánhái 男の子。男子。
43 男孩子 nánháizi 男の子。男子。
44 女孩 nǚhái 女の子。女子。
45 女孩子 nǚháizi 女の子。女子。
46 男士 nánshì 成年男性に対する尊称。メンズ〜。
47 女士 nǚshì 成年女性に対する尊称。レディース〜。
48 男子 nánzǐ 男子。
49 女子 nǚzǐ 女子。
50 男子汉 nánzǐhàn いっぱしの男。一人前の男。男らしい男。
51 女汉子 nǚ hànzi 男勝り。男っぽい女。
52 男用 nán yòng 男性用。メンズ〜。
53 女用 nǚ yòng 女性用。レディース〜。
54 男式 nán shì 男性用。メンズ〜。
55 女式 nǚ shì 女性用。レディース〜。
56 男性用品 nánxìng yòngpǐn 男性用品。男物。
57 女性用品 nǚxìng yòngpǐn 女性用品。女物。
58 男士用品 nánshì yòngpǐn 男性用品。男物。
59 女士用品 nǚshì yòngpǐn 女性用品。女物。
60 男女均可 nánnǚ jūn kě ユニセックス。男女兼用。
61 不分男女 bù fēn nánnǚ ユニセックス。男女兼用。
62 中性的 zhōng xìng de ユニセックス。男女兼用。
63 不分性别的 bù fēn xìngbié de ユニセックス。男女兼用。
64 不分性别使用 bù fēn xìngbié shǐyòng ユニセックス。男女兼用。
65 男性气质 nánxìng qìzhí 男性気質。男らしさ。
66 男人气质 nánrén qìzhí 男性気質。男らしさ。
67 女性气质 nǚxìng qìzhí 女性気質。女らしさ。
68 女人气质 nǚrén qìzhí 女性気質。女らしさ。
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