
No 中国語 ピンイン 日本語

1 秋天 qiūtiān 秋。
2 秋季 qiūjì 秋。
3 天气凉了 tiānqì liáng le 天気は涼しくなった。
4 天气越来越凉 tiānqì yuèláiyuè liáng だんだん涼しくなってきた。
5 天气越来越凉快了 tiānqì yuèláiyuè liángkuai le だんだん涼しくなってきた。
6 逐浙涼快起来了 zhújiàn liángkuai qilai le だんだん涼しくなってきた。
7 逐渐变得凉快了 zhújiàn biàn de liángkuai le だんだん涼しくなりました。
8 天气慢慢地凉了 tiānqì mànmàn de liáng le 次第に涼しくなってきた。
9 最近天气变凉了 zuìjìn tiānqì biàn liáng le 最近は涼しくなってきた。
10 早晚越来越凉 zǎowǎn yuèláiyuè liáng 朝晩、だんだん涼しくなる。
11 白天变短了 báitiān biàn duǎn le 日が短くなる。
12 秋天快要到了 qiūtiān kuàiyào dào le 秋がもうすぐ来る。
13 感受秋的气息 gǎnshòu qiū de qìxī 秋の気配を感じる。
14 食欲之秋 shíyù zhī qiū 食欲の秋。
15 体育运动之秋 tǐyù yùndòng zhī qiū スポーツの秋。
16 读书之秋 dúshū zhī qiū 読書の秋。
17 艺术之秋 yìshù zhī qiū 芸術の秋。
18 出游之秋 chūyóu zhī qiū 行楽の秋。
19 赏月 shǎngyuè 月見。
20 中秋明月 zhōngqiū míngyuè 中秋の名月。
21 晴朗的秋日 qínglǎng de qiū rì 秋晴れ。
22 秋天的晴空 qiūtiān de qíngkōng 秋晴れ。
23 秋天的晴天 qiūtiān de qíngtiān 秋晴れ。
24 红叶 hóngyè 紅葉。
25 看红叶 kàn hóngyè 紅葉狩り(もみじがり)。
26 赏红叶 shǎng hóngyè 紅葉狩り(もみじがり)。
27 银杏树林荫道 yínxìngshù línyīndào イチョウ並木。
28 松塔 sōngtǎ 松ぼっくり。
29 松球 sōngqiú 松ぼっくり。
30 松果 sōngguǒ 松ぼっくり。
31 橡实 xiàngshí ドングリ。
32 橡子 xiàngzǐ ドングリ。
33 落叶 luòyè 落ち葉。
34 芒草 mángcǎo ススキ。
35 大波斯菊 dàbōsījú コスモス。
36 丹桂 dāngguì キンモクセイ。
37 石蒜 shísuàn 彼岸花。
38 松蕈 sōngxùn 松茸。
39 松口蘑 sōngkǒumó 松茸。
40 松蘑 sōngmó 松茸。
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41 松茸 sōngróng 松茸。
42 栗子 lìzi 栗。
43 糖炒栗子 tángchǎo lìzi 甘栗。
44 白薯 báishǔ さつまいも。
45 甘薯 gānshǔ さつまいも。
46 红薯 hóngshǔ さつまいも。
47 烤白薯 kǎo báishǔ 焼きいも。
48 烤甘薯 kǎo gānshǔ 焼きいも。
49 银杏果 yínxìng guǒ 銀杏(ぎんなん)の実。
50 白果 báiguǒ 銀杏(ぎんなん)の実。
51 秋刀⻥ qiūdāoyú サンマ。
52 大闸蟹 dàzháxiè 上海ガニ。
53 红蜻蜓 hóngqīngtíng 赤とんぼ。
54 ⻓袖 chángxiù ⻑袖。
55 上衣 shàngyī 上着。
56 割稻子 gē dàozi 稲刈り。
57 丰收节 fēngshōu jié 収穫祭。
58 运动会 yùndònghuì 運動会。
59 文化节 wénhuàjié 文化祭。
60 万圣节前夕 wànshèngjié qiánxī ハロウィン。
61 日本秋分节 rìběn qiūfēnjié 日本の秋分の日。
62 中秋节 zhōngqiūjié 中秋節(ちゅうしゅうせつ)。
63 国庆节 guóqìngjié 国慶節(こっけいせつ)。
64 国庆节快乐 guóqìngjié kuài lè 国慶節おめでとう。
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