
No 中国語 ピンイン 日本語

1 尿 niào 小便。小便をする。
2 尿 suī 小便。
3 尿尿 niàosuī 小便をする。
4 尿尿 niàoniào おしっこ。
5 小号 xiǎohào Ｓサイズ。トランペット。(俗語で)おしっこ。
6 一号 yī hào １号。ついたち。(俗語で)トイレ、おしっこ。
7 上一号 shàng yī hào (俗語で)トイレに行く。おしっこに行く。
8 撒尿 sāniào 小便をする。
9 撒泡尿 sā pào niào 小便をする。
10 尿意 niàoyì 尿意。
11 有尿意 yǒu niàoyì 尿意をもよおす。
12 小便 xiǎobiàn 小便。小便をする。性器。
13 要小便 yào xiǎobiàn 小便したい。尿意。
14 解小便 jiě xiǎobiàn 小便をする。
15 小解 xiǎojiě 小便をする。
16 尿床 niàochuáng 寝小便。
17 遗尿 yíniào 小便を漏らす。
18 尿裤子 niào kùzi 小便を漏らす。
19 小便失禁 xiǎobiàn shījìn 尿が漏れる。
20 尿频 niàopín 小便が近い。
21 小于廉 xiǎoyúlián 小便小僧。
22 小于连 xiǎoyúlián 小便小僧。
23 尿尿小童 niàoniào  xiǎotóng 小便小僧。
24 撒尿小孩 sāniào xiǎohái 小便小僧。
25 憋尿 biē niào おしっこをがまんする。
26 憋着尿 biē zhe niào おしっこをがまんしている。
27 憋着一泡尿 biē zhe yī pāo niào おしっこをがまんしている。
28 憋不住尿 biēbuzhù niào おしっこをがまんできない。
29 要撒尿啦 yào sāniào la おしっこしたい。
30 我想尿尿 wǒ xiǎng niàoniào おしっこしたい。
31 我很想尿尿 wǒ hěn xiǎng niàoniào すごくおしっこしたい。
32 快尿出来了 kuài niào chūlái le もうおしっこ出そう。
33 我去小便 wǒ qù xiǎobiàn 小便しに行きます。
34 去尿尿 qù niàoniào おしっこに行く。
35 失禁了 shījìn le ちびった。
36 就地小便 jiù dì xiǎobiàn その場でおしっこ。立ちション。
37 就地解决 jiù dì jiějué その場で解決。立ちション。
38 路边排尿 lù biān páiniào 道端の排尿。立ちション。
39 男人路边随便小便 nánrén lù biān suíbiàn xiǎobiàn 男が道端で勝手に小便する。立ちション。
40 此地禁止小便 cǐdì jìnzhǐ xiǎobiàn ここでの小便禁止。
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41 大便 dàbiàn 大便。大便をする。
42 方便 fāngbiàn 便利だ。用を足す。
43 屎 shǐ クソ。フン。カス。
44 拉屎 lāshǐ うんこする。大便をする。
45 㞎㞎 bǎba (幼児語で)うんち。
46 粪 fèn 大便。フン。
47 粪便 fènbiàn 糞便。フン。
48 出恭 chūgōng 排便する。手洗いに行く。
49 出大恭 chū dà gōng 大便をする。
50 出大小恭 chū dà xiǎo gōng 大小便をする。
51 大号 dàhào Ｌサイズ。(俗語で)大便。
52 二号 èr hào ２号。ふつかの日。(俗語で)大便。
53 上大号 shàng dàhào (俗語で)大便に行く。
54 解手 jiěshǒu 用便する。トイレに行く。別れる。
55 要上厕所 yào shàng cèsuǒ トイレに行きたくなる。便意を催す。
56 要解手 yào jiěshǒu トイレに行きたくなる。便意を催す。
57 要大便 yào dàbiàn 大便したくなる。便意を催す。
58 我想大便 wǒ xiǎng dàbiàn 大便がしたい。
59 我想上大号 wǒ xiǎng shàng dàhào 大便しに行きたい。
60 我要方便一下 wǒ yào fāngbiàn yīxià ちょっと用を足しに行く。
61 我忍不住 wǒ rěnbuzhù わたしはこらえきれない。
62 大便不通 dàbiàn bùtōng 便通がない。便秘。
63 拉出屎了 lā chū shǐ le うんこが出た。
64 大便失禁了 dàbiàn shījìn le うんこ漏らした。
65 拉裤子了 lā kùzi le うんこ漏らした。
66 汗 hàn 汗。
67 汗水 hànshuǐ 汗水。汗。
68 冷汗 lěnghàn 冷や汗。
69 出汗 chūhàn 汗をかく。
70 出冷汗 chū lěnghàn 冷や汗をかく。
71 流汗 liú hàn 汗を流す。
72 出一身汗 chū yīshēn hàn びっしょりと汗をかく。汗だく。
73 汗淋淋 hàn línlín 汗びっしょり。
74 汗津津 hàn jīnjīn 汗ばむ。
75 汗臭 hànchòu 汗臭い。
76 擦汗 cā hàn 汗をぬぐう。
77 抹去汗 mǒqu hàn 汗をぬぐい取る。汗を拭く。
78 易出汗 yì chūhàn 汗かき。
79 爱出汗 ài chūhàn 汗かき。
80 汗流不止 hàn liú bùzhǐ 汗が止まらない。
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81 不停地出汗 bù tíng de chūhàn 汗が止まらない。
82 捏把汗 niē bǎ hàn 手に汗握る。
83 捏一把汗 niē yī bǎ hàn 手に汗握る。
84 血汗 xuèhàn 血と汗。
85 热血, 汗水和眼泪 rèxuè, hànshuǐ hé yǎnlèi 血と汗と涙。
86 泪水 lèishuǐ 涙。
87 眼泪 yǎnlèi 涙。
88 热泪 rèlèi 感動の涙。熱い涙。
89 泪珠 lèizhū 涙のしずく。
90 流泪 liúlèi 涙を流す。
91 流眼泪 liú yǎnlèi 涙を流す。
92 流下泪水 liúxià lèishuǐ 涙を流す。
93 淌眼泪 tǎng yǎnlèi 涙をしたたり落とす。
94 掉眼泪 diào yǎnlèi 涙をこぼす。
95 抹眼泪 mǒ yǎnlèi 涙をぬぐう。
96 噙着眼泪 qín zhe yǎnlèi 涙をためている。
97 眼里汪着泪水 yǎnlǐ wāng zhe lèishuǐ 目に涙をためている。
98 溢出泪水 yìchū lèishuǐ 涙があふれ出る。
99 屁 pì 屁(へ)。
100 放屁 fàngpì 屁をこく。
101 头皮 tóupí ふけ。
102 头皮屑 tóupíxiè ふけ。
103 生头皮屑 shēng tóupíxiè ふけが出る。
104 有头皮屑 yǒu tóupíxiè ふけがある。
105 眼眵 yǎnchī 目くそ。目やに。
106 眼屎 yǎnshǐ 目くそ。目やに。
107 眵目糊 chīmuhū 目くそ。目やに。
108 出眼眵 chū yǎnchī 目やにが出る。
109 鼻屎 bíshǐ 鼻くそ。
110 鼻牛儿 bíniúr 鼻くそ。
111 抠鼻子 kōu bízi 鼻をほじる。
112 挖鼻屎 wǎ bíshǐ 鼻くそをほじる。
113 鼻涕 bítì 鼻水。
114 流鼻涕 liú bítì 鼻水が出る。
115 淌鼻涕 tǎng bítì 鼻水を垂らす。
116 抽鼻涕 chōu bítì 鼻水をすする。
117 涕泪 tìlèi 鼻水と涙。
118 涕泗 tìsì 鼻水と涙。
119 耳垢 ěrgòu 耳垢(みみあか)。耳くそ。
120 耳屎 ěrshǐ 耳垢(みみあか)。耳くそ。
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121 挖耳垢 wā ěrgòu 耳垢を取る。
122 掏耳垢 tāo ěrgòu 耳垢を取る。
123 挖耳朵 wā ěrduǒ 耳をほる。
124 污垢 wūgòu よごれ。垢(あか)。
125 垢污 gòuwū よごれ。
126 藏污垢 cáng wūgòu 垢がたまる。
127 积起污垢 jī qǐ wūgòu 垢がたまる。
128 洗掉污垢 xǐ diào wūgòu 垢を洗い落とす。
129 指甲里的泥 zhǐjiǎ lǐ de ní 爪の垢。
130 指甲里的污垢 zhǐjiǎ lǐ de wūgòu 爪の垢。
131 牙垢 yágòu ⻭垢(しこう)。
132 去除牙垢 qùchú yágòu ⻭垢を取り除く。
133 口水 kǒushuǐ 唾液。よだれ。
134 涎水 xiánshuǐ つば。よだれ。
135 唾沫 tuòmo つば。
136 唾液 tuòyè だ液。
137 吐唾沫 tǔ tuòmò つばを吐く。
138 流口水 liú kǒushuǐ よだれを流す。
139 垂涎 chuíxián よだれを垂らす。
140 口角流挺 kǒujiǎo liúxián 口もとからよだれを垂らす。
141 咽唾沫 yàn tuòmò つばを飲み込む。
142 分泌唾液 fēnmì tuòyè だ液を分泌する。
143 痰 tán 痰(たん)。
144 吐痰 tǔ tán 痰を吐く。
145 有痰 yǒu tán 痰が出る。
146 呕吐 ǒutù 嘔吐(おうと)する。
147 呕吐物 ǒutùwù 嘔吐物。
148 精液 jīngyè 精液。
149 射精 shèjīng 射精する。
150 体液 tǐyè 体液。
151 体液出来 tǐyè chūlái 体液が出る。
152 体液流出来 tǐyè liú chūlái 体液が流れ出る。
153 血液 xuèyè 血液。
154 出血 chūxuè 血が出る。出血する。
155 流血 liúxuè 血が出る。流血する。
156 止血 zhǐxuè 血を止める。
157 脓 nóng 膿(うみ)。
158 挤脓 jǐ nóng 膿を出す。
159 排脓 pái nóng 膿を出す。
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