
No 中国語 ピンイン 日本語

1 ⻛光 fēngguāng 風景。景色。眺(なが)め。
2 ⻛景 fēngjǐng 風景。景色。眺(なが)め。
3 景色 jǐngsè 風景。景色。眺(なが)め。
4 景致 jǐngzhì 風景。景色。眺(なが)め。
5 景象 jǐngxiàng 光景。ありさま。
6 光景 guāngjǐng 光景。環境や状況。〜ぐらい。どうやら。
7 情景 qíngjǐng 具体的な情景。
8 场景 chǎngjǐng 情景。場面。シーン。
9 场面 chǎngmiàn 場面。シーン。世間。見え。
10 景观 jǐngguān 景観。地形。外形。
11 美丽的景色 měilì de jǐngsè 美しい風景。
12 日出 rìchū 日が出る。日の出。
13 日落 rìluò 日が落ちる。日没。
14 彩霞 cǎixiá 朝焼け。夕焼け。
15 朝霞 zhāoxiá 朝焼け。
16 早霞 zǎoxiá 朝焼け。
17 晚霞 wǎnxiá 夕焼け。
18 晚霞绯红 wǎnxiá fēihóng 夕焼けが赤い。
19 蓝天 lántiān ⻘空。
20 ⻘天 qīngtiān ⻘空。
21 碧空 bìkōng ⻘空。
22 ⻘空 qīngkōng ⻘空。
23 蓝蓝的晴空 lán lán de qíngkōng 真っ⻘な⻘空。
24 晴空万里 qíngkōng wànlǐ 晴れわたる空。
25 晴朗的天空 qínglǎng de tiānkōng 晴れわたる空。
26 天空晴朗 tiānkōng qínglǎng 空が晴れ渡る。
27 碧蓝的晴空 bìlán de qíngkōng 澄んだ⻘い空。
28 ⻘空⼀⽚万里⽆云 qīngkōng yī piàn wàn lǐ wú yún 雲⼀つない⻘空。
29 ⼀朵云也没有的蓝天 yī duǒ yún yě méiyǒu de lántiān 雲⼀つない⻘空。
30 天空晴得蓝蓝的 tiānkōng qíng de lán lán de 空が真っ⻘に晴れわたっている。
31 晴天 qíngtiān 晴天。晴れた日。晴れた空。
32 天晴了 tiān qíng le 空が晴れた。
33 秋天晴朗的天空 qiūtiān qínglǎng de tiānkōng 秋空。秋の晴天。
34 秋高气爽 qiū gāo qì shuǎng 秋空が高く空気がすがすがしい。
35 云彩 yúncai 雲。
36 白云 báiyún 白い雲。
37 积雨云 jīyǔyún 入道雲。
38 卷积云 juǎnjīyún うろこ雲。いわし雲。
39 航迹云 hángjīyún 飛行機雲。
40 ⻜机尾迹 fēijī wěijì 飛行機雲。
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41 ⻜机拉烟 fēijī lā yān 飛行機雲。
42 乌云 wūyún 暗い雲。どんより雲。
43 云海 yúnhǎi 雲海。
44 天上布满了云 tiānshàng bùmǎn le yún 空が雲で覆われる。
45 天空出现了卷积云 tiānkōng chūxiàn le juànjīyún 空にうろこ雲が現れた。
46 阴天 yīntiān 曇り。曇りの日。曇り空。
47 下雨的天空 xià yǔ de tiānkōng 雨空(あまぞら)。
48 霞 xiá 霞(かすみ)。
49 有霞 yǒu xiá 霞がかかる。
50 雾 wù 霧(きり)。
51 雾气 wùqì 霧(きり)。
52 大雾 dà wù 深い霧。
53 浓雾 nóngwù 濃霧(のうむ)。
54 迷雾 míwù 濃霧(のうむ)。
55 起雾 qǐ wù 霧がかかる。霧が出る。
56 下大雾 xià dà wù 深い霧がでる。
57 大雾弥漫 dà wù mímàn 霧が立ち込める。
58 迷漫着大雾 mímàn zhe dà wù 霧が立ち込めている。
59 雾散 wù sàn 霧が晴れる。
60 浓雾消散了 nóngwù xiāosàn le 濃霧は消えた。
61 云雾 yúnwù 雲と霧。
62 云雾弥漫 yúnwù mímàn 雲や霧が立ち込める。
63 彩虹 cǎihóng 虹。
64 升起⼀道彩虹 shēng qǐ yīdào cǎihóng 虹がかかる。
65 天空挂上了彩虹 tiānkōng guà shàng le cǎihóng 空に虹がかかる。
66 出虹 chū hóng 虹が出る。
67 极光 jíguāng オーロラ。
68 北极光 běijíguāng 北極のオーロラ。
69 南极光 nánjíguāng 南極のオーロラ。
70 极光出现 jíguāng chūxiàn オーロラが出現する。
71 雪景 xuějǐng 雪景色。
72 冬景 dōngjǐng 冬景色。
73 银装 yínzhuāng 雪化粧。
74 雪原 xuěyuán 雪原(せつげん)。
75 雪海 xuěhǎi 雪原(せつげん)。
76 雪山 xuēshān 雪山。
77 星空 xīngkōng 星空。
78 满天星星 mǎntiān xīngxing 満天の星空。
79 满天星斗 mǎntiān xīngdǒu 空いっぱいの星。
80 晴朗的星空 qínglǎng de xīngkōng 澄んだ星空。
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81 满月 mànyuè 満月。
82 望月 wàngyuè 満月。
83 月牙 yuèyá 三日月(みかづき)。
84 月牙儿 yuèyár 三日月(みかづき)。
85 新月 xīnyuè 三日月(みかづき)。
86 今晚是满月 jīnwǎn shì mǎnyuè 今夜は満月です。
87 月牙儿挂在天空 yuèyár guà zài tiānkōng 三日月が空にかかっている。
88 夜景 yèjǐng 夜景。
89 万家灯火 wàn jiā dēng huǒ 家々に火がともる。都会の夜景。
90 欣赏夜景 xīnshǎng yèjǐng 夜景を鑑賞する。
91 迷人的夜景 mírén de yèjǐng 人を魅了する夜景。
92 蓝色的海 lánsè de hǎi ⻘い海。
93 蓝色大海 lánsè dàhǎi ⻘い海。
94 碧绿的海 bìlǜ de hǎi エメラルドグリーンの海。
95 清澈的湖水 qīngchè de húshuǐ 澄んだ湖の水。
96 湖水清澈⻅底 húshuǐ qīngchè jiàn dǐ 湖水が澄みきって底まで見える。
97 红叶 hóngyè 紅葉(こうよう)。
98 赏红叶 shǎng hóngyè もみじ狩り。紅葉観賞。
99 田园⻛光 tiányuán fēngguāng 田園風景。
100 北国⻛光 běiguó fēngguāng 中国の北部地方の風景。
101 故国⻛光 gùguó fēngguāng 故郷の風景。
102 故乡的山川草木 gùxiāng de shānchuān cǎo mù 故郷の風景。故郷の自然。
103 都市的混乱拥挤 dūshì de hùnluàn yōngjǐ 都会の雑踏。
104 闹市 nàoshì 繁華街。
105 热闹的大街 rènao de dàjiē 繁華街。
106 霓虹灯城市 níhóngdēng chéngshì ネオン街。
107 后街景色 hòujiē jǐngsè 裏通りの景色。
108 冷落荒凉的地区 lěngluò huāngliáng de dìqū さびれて荒涼とした地帯。
109 废墟 fèixū 廃墟。
110 古老的街道 gǔlǎo de jiēdào 古い街並み。
111 老街 lǎojiē 旧市街。古い町。
112 新城市 xīnchéngshì 新しい都市。
113 本地⻛光 běndì fēngguāng その土地ならではの風景。
114 天然景色 tiānrán jǐngsè 自然の景色。
115 自然⻛光 zìrán fēngguāng 自然の景色。
116 自然景观 zìrán jǐngguān 自然の景観。
117 人造⻛景 rénzào fēngjǐng 人造の風景。
118 人工景观 réngōng jǐngguān 人工の景観。
119 怀旧的⻛景 huáijiù de fēngjǐng 懐かしい風景。
120 怀念的⻛景 huáiniàn de fēngjǐng 懐かしい風景。
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121 壮观的景色 zhuàngguān de jǐngsè 壮大な景色。
122 周围的景色 zhōuwéi de jǐngsè 辺(あた)りの景色。
123 窗外的景色 chuāngwài de jǐngsè 窓の外の景色。
124 ⻛景好的地方 fēngjǐng hǎo de dìfang 景色のよいところ。
125 景色优美的地方 jǐngsè yōuměi de dìfang 景色がきれいなところ。
126 眺望 tiàowàng 高い所から眺める。
127 瞭望 liàowàng 高い所から眺める。
128 奇景 qíjǐng かわった景色。絶景(ぜっけい)。
129 绝景 juéjǐng 絶景。
130 美景 měijǐng 美しい景色。
131 ⻛景画 fēngjǐnghuà 風景画。
132 印象⻛景 yìnxiàng fēngjǐng 心象風景。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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