
No 中国語 ピンイン 日本語

1 夏天 xiàtiān 夏。
2 夏季 xiàjì 夏季。
3 盛夏 shèngxià 真夏。
4 一夏天 yī xiàtiān ひと夏。ある夏。
5 一个夏天 yī ge xiàtiān ひと夏。ある夏。
6 热 rè 暑い。熱い。ＨＯＴ。
7 闷热 mēnrè むし暑い。
8 灼热 zhuórè 灼熱の。
9 炎热 yánrè 炎暑。
10 酷热 kùrè すごく暑い。
11 酷暑 kùshǔ 酷暑。
12 盛暑 shèngshǔ 酷暑。暑い盛り。
13 蒸热 zhēngrè 蒸すように暑い。
14 太阳 tàiyáng 太陽。
15 阳光 yángguāng 日差し。太陽の光。
16 晒太阳 shài tàiyáng 日差しを浴びる。日にさらす。
17 紫外线 zǐwàixiàn 紫外線。
18 紫外光 zǐwàiguāng 紫外線。
19 晒黑 shàihēi ひやけ。
20 防晒霜 fángshàishuāng 日焼け止めクリーム。
21 防晒油 fángshàiyóu 日焼け止めローション。
22 晒皮肤的油 shài pífū de yóu 日焼け用オイル。
23 向阳处 xiàngyángchù 日なた。
24 太阳地儿 tàiyángdìr 日なた。
25 背阴 bèiyīn 日陰。
26 阴凉 yīnliáng 日陰で涼しい。
27 荫凉 yìnliáng 日陰で涼しい。
28 树阴 shùyīn 木陰。
29 树荫 shùyīn 木陰。
30 绿阴 lǜyīn 木陰。
31 乘凉 chéngliáng 涼む。
32 纳凉 nàliáng 涼む。
33 空调 kōngtiáo エアコン。
34 冷气 lěngqì 冷房。
35 暑假 shǔjià 夏休み。
36 中元节 zhōngyuánjié 中元節。先祖供養のならわし行事。
37 盂兰盆节 yúlánpénjié お盆。
38 盂兰盆会 yúlánpénhuì お盆。
39 盂兰盆舞 yúlánpénwǔ 盆踊り。
40 盂兰盆会舞 yúlánpénhuìwǔ 盆踊り。
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41 夏季祭祀 xiàjì jìsì 夏祭り。
42 烟火 yānhuo 花火。
43 焰火 yànhuǒ 花火。
44 烟花 yānhuā 花火。
45 烟火大会 yānhuo dàhuì 花火大会。
46 焰火晚会 yànhuǒ wǎnhuì 花火大会。
47 日本浴衣 rìběn yùyī 浴衣。
48 日式浴衣 rìshì yùyī 浴衣。
49 短袖 duānxiù 半袖。
50 短裤 duǎnkù 半ズボン。
51 凉鞋 liángxié サンダル。
52 墨镜 mòjìng サングラス。
53 太阳镜 tàiyángjìng サングラス。
54 游泳衣 yóuyǒngyī 水着。
55 海水浴 hǎishuǐyù 海水浴。
56 洗海水浴 xǐ hǎishuǐyù 海水浴をする。
57 海水浴场 hǎishuǐyù chǎng 海水浴場。
58 海滨浴场 hǎibīn yùchǎng 海水浴場。
59 游泳池 yóuyǒngchí プール。
60 露营 lùyíng キャンプする。野営する。
61 野营 yěyín キャンプする。野営する。
62 营火 yínghuǒ キャンプファイヤー。
63 营火会 yínghuǒ huì キャンプファイヤー。
64 篝火 gōuhuǒ たき火。
65 蝉 chán せみ。
66 知了 zhīliǎo せみ。
67 蝉声 chánshēng せみの声。
68 蝉鸣 chánmíng せみの声。
69 休假回家 xiūjià huíjiā 休暇の里帰り。
70 ⻄⽠ xīguā スイカ。
71 刨冰 bàobīng かき氷。
72 冰淇淋 bīngqílín アイスクリーム。
73 流水素面 liúshuǐ sùmiàn 流しそうめん。
74 帘子 liánzi すだれ。カーテン。
75 ⻛铃 fēnglíng 風鈴。
76 电⻛扇 diànfēngshàn 扇風機。
77 电扇 diànshàn 扇風機。
78 团扇 tuānshàn うちわ。
79 扇子 shànzi 扇子。
80 折扇 zhéshàn 扇子。
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81 中暑 zhòngshǔ 熱中症。日射病。夏バテ。
82 快到夏天了 kuài dào xiàtiān le もうすぐ夏だ。
83 夏天了 xiàtiān le 夏になった。
84 夏天到了 xiàtiān dào le 夏が来た。
85 夏天来了 xiàtiān lái le 夏が来た。
86 夏天来到了 xiàtiān lái dào le 夏が来た。
87 夏天到来了 xiàtiān dàolái le 夏到来。
88 完全到夏天了 wánquán dào xiàtiān le すっかり夏だ。
89 夏天快要结束了 xiàtiān kuàiyào jiéshù le もうすぐ夏が終わる。
90 夏天⻢上结束了 xiàtiān mǎshàng jiéshù le もうすぐ夏が終わる。
91 夏天过去了 xiàtiān guòqù le 夏が過ぎゆく。
92 夏天结束了 xiàtiān jiéshù le 夏が終わった。
93 夏天热 xiàtiān rè 夏は暑い。
94 天气热了 tiānqì rè le 天気は暑くなった。
95 好热 hǎo rè とっても熱い。
96 天气闷热 tiānqì mēnrè 天気は蒸し暑い。
97 今天很热 jīntiān hěn rè 今日は暑い。
98 太热睡不着 tài rè shuìbuzháo 暑すぎて寝られない。
99 今天比昨天热 jīntiān bǐ zuótiān rè 今日は昨日より暑い。
100 今天没有昨天热 Jīntiān méiyou zuótiān rè 今日は昨日ほど暑くない。
101 今天比昨天凉快 jīntiān bǐ zuótiān liángkuai 今日は昨日より涼しい。
102 阳光很强 yángguāng hěn qiáng 日差しが強い。
103 阳光很强烈 yángguāng hěn qiángliè 日差しが強い。
104 阳光太强 yángguāng tài qiáng 日差しが強すぎる。
105 乘个凉吧 chéng gè liáng ba 涼もう。涼みなさい。
106 去乘个凉吧 qù chéng ge liáng ba 涼みに行こう。
107 这温度我要融化了 zhè wēndù wǒ yào rónghuà le この温度、私はとけそう。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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