
No 中国語 ピンイン 日本語

1 日语 rìyǔ 日本語。
2 日文 rìwén 日本語。
3 日本话 rìběnhuà 日本語。
4 日本语 rìběnyǔ 日本語。
5 东京话 dōngjīnghuà 東京弁。
6 关⻄话 guānxīhuà 関⻄弁。
7 日语的文字 rìyǔ de wénzì 日本の文字。
8 日本汉字 rìběn hànzì 日本漢字。
9 字⺟ zìmǔ 音標文字。
10 假名 jiǎmíng カナ。
11 平假名 píngjiǎmíng ひらがな。
12 片假名 piànjiǎmíng カタカナ。
13 罗⻢字 luómǎzì ローマ字。
14 罗⻢字⺟ luómǎ zìmǔ ローマ字。
15 拉丁字⺟ lādīng zìmǔ ローマ字。ラテン文字。
16 罗⻢字拼写 luómǎzì pīnxiě 日本語をローマ字で綴ること。ローマ字つづり。
17 日语罗⻢字 rìyǔ luómǎzì 日本語をローマ字で綴ること。ローマ字つづり。
18 中文 zhōngwén 中国語。
19 中国话 zhōngguóhuà 中国語。
20 汉语 hànyǔ 中国標準語。漢族の使う中国語。
21 普通话 pǔtōnghuà 標準語。広く流通している言語。
22 北京话 běijīng huà 北京語。北京方言。
23 华语 huáyǔ 中華⺠族の言葉。中国語。
24 华文 huáwén 中華⺠族の言葉。中国語。
25 国语 guóyǔ 国語。中国語。
26 汉字 hànzì 漢字。
27 繁体字 fántǐzì 繁体字(はんたいじ)。簡体字化以前の漢字。
28 正体字 zhèngtǐzì 繁体字(はんたいじ)。簡体字化以前の漢字。
29 简体字 jiǎntǐzì 簡体字(かんたいじ)。
30 拼音 pīnyīn ピンイン。中国語の発音表記。中国式ローマ字。
31 汉语拼音字⺟ hànyǔ pīnyīn zìmǔ 中国語のピンイン。
32 广东话 guǎngdōnghuà 広東語。
33 粤语 yuèyǔ 広東語。
34 吴语 wúyǔ 呉語。ウー語。
35 英语 yīngyǔ 英語。
36 英文 yīngwén 英語。
37 英文字⺟ yīngwén zìmǔ アルファベット。
38 大写 dàxiě アルファベットの大文字。漢数字の大字。
39 小写 xiǎoxiě アルファベットの小文字。普通の漢数字。
40 印地语 yìndìyǔ ヒンディー語。
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41 梵语 fànyǔ サンスクリット語。
42 梵文 fànwén サンスクリット語。
43 ⻢拉地语 mǎlādìyǔ マラーティー語。
44 天城文 tiānchéngwén デーヴァナーガリー文字。
45 天城体 tiānchéngtǐ デーヴァナーガリー文字。
46 ⻄班⽛语 xībānyáyǔ スペイン語。
47 ⻄语 xīyǔ スペイン語。
48 ⻄班⽛语文字 xībānyáyǔ wénzì スペイン語のアルファベット。
49 阿拉伯语 ālābóyǔ アラビア語。
50 阿拉伯文字 ālābó wénzì アラビア文字。
51 孟加拉语 mèngjiālāyǔ ベンガル語。
52 孟加拉语文字 mèngjiālāyǔ wénzì ベンガル文字。
53 葡萄⽛语 pútáoyáyǔ ポルトガル語。
54 葡萄⽛语文字 pútáoyáyǔ wénzì ポルトガル語のアルファベット。
55 俄语 éyǔ ロシア語。
56 俄文 éwén ロシア語。
57 俄国话 éguó huà ロシア語。
58 乌克兰语 wūkèlányǔ ウクライナ語。
59 ⻄⾥尔字⺟ xīlǐěr zìmǔ キリル文字。
60 蒙古语 měnggǔyǔ モンゴル語。
61 蒙语 měngyǔ モンゴル語。
62 蒙古语⻄⾥尔字⺟ měnggǔyǔ xīlǐěr zìmǔ モンゴル語のキリル文字。
63 德语 déyǔ ドイツ語。
64 德语文字 déyǔ wénzì ドイツ語のアルファベット。
65 法语 fǎyǔ フランス語。
66 法语文字 fǎyǔ wénzì フランス語のアルファベット。
67 旁遮普语 pángzhēpǔyǔ パンジャーブ語。
68 果鲁穆奇字⺟ guǒlǔmùqí zìmǔ グルムキー文字。
69 爪哇语 zhǎowāyǔ ジャワ語。
70 爪哇文字 zhǎowā wénzì ジャワ文字。
71 朝鲜语 cháoxiǎnyǔ 朝鮮語。
72 韩语 hányǔ 韓国語。
73 韩语文字 hányǔ wénzì ハングル。
74 泰米尔语 tàimǐěryǔ タミル語。
75 泰米尔文字 tàimǐěr wénzì タミル文字。
76 越南语 yuènányǔ ベトナム語。
77 越南語字⺟ yuènányǔ zìmǔ クオック・グー。ベトナム語表記法。
78 泰卢固语 tàilúgùyǔ テルグ語。
79 泰卢固语文字 tàilúgùyǔ wénzì テルグ文字。
80 乌尔都语 wū'ěrdūyǔ ウルドゥー語。
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81 乌尔都文字 wū'ěrdū wénzì ウルドゥー文字。
82 意大利语 yìdàlìyǔ イタリア語。
83 意大利文字 yìdàlì wénzì イタリア語のアルファベット。
84 土耳其语 tǔ'ěrqíyǔ トルコ語。
85 土耳其语文字 tǔ'ěrqíyǔ wénzì トルコ語のアルファベット。
86 波兰语 bōlányǔ ポーランド語。
87 波兰文字 bōlán wénzì ポーランド語のアルファベット。
88 古吉拉特语 gǔjílātèyǔ グジャラート語。
89 古吉拉特文字 gǔjílātè wénzì グジャラーティー文字。
90 波斯语 bōsīyǔ ペルシア語。
91 波斯文字 bōsī wénzì ペルシア文字。
92 泰语 tàiyǔ タイ語。
93 泰文字 tài wénzì タイ文字。
94 ⻢拉雅拉姆语 mǎlāyǎlāmǔyǔ マラヤーラム語。
95 ⻢拉雅拉姆语文字 mǎlāyǎlāmǔyǔ wénzì マラヤーラム文字。
96 坎那达语 kǎnnàdáyǔ カンナダ語。
97 坎那达文字 kǎnnàdá wénzì カンナダ文字。
98 阿塞拜疆语 āsàibàijiāngyǔ アゼルバイジャン語。
99 拉丁字⺟ lādīng zìmǔ ラテン文字。ローマ字。
100 奥⾥亚语 àolǐyǎyǔ オリヤー語。
101 奥⾥亚语的文字 àolǐyǎyǔ de wénzì オリヤー語の文字。
102 缅语 miǎnyǔ ビルマ語/ミャンマー語。
103 缅甸语 miǎndiànyǔ ビルマ語/ミャンマー語。
104 缅甸文字 miǎndiàn wénzì ビルマ文字/ミャンマー語文字。
105 斯瓦希⾥语 sīwǎxīlǐyǔ スワヒリ語。
106 斯瓦希⾥文字 sīwǎxīlǐ wénzì スワヒリ語の文字。
107 史瓦济语 shǐwǎjìyǔ スワジ語。
108 拉丁字⺟ lādīng zìmǔ ラテン文字。ローマ字。
109 祖鲁语 zǔlǔyǔ ズールー語。
110 拉丁字⺟ lādīng zìmǔ ラテン文字。ローマ字。
111 手语 shǒuyǔ 手話。
112 哑语 yǎyǔ 手話。
113 笔谈 bǐtán 筆談。
114 肢体语言 zhītǐ yǔyán ボディランゲージ。
115 身体语言 shēntǐ yǔyán ボディランゲージ。
116 姿态 zītài 姿かたち。態度。ジェスチャー。
117 手势 shǒushì 手ぶり。ジェスチャー。
118 盲文 mángwén 点字。
119 凸文 tūwén 点字。
120 盲字 mángzì 点字。
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121 点字 diǎnzì 点字。
122 语言 yǔyán 言語。
123 国语 guóyǔ 国語。国の標準的な言葉。
124 ⺟语 mǔyǔ ⺟語。
125 方言 fāngyán 方言。
126 土话 tǔhuà 土地の言葉。方言。
127 文字 wénzì 文字。
128 字⺟ zìmǔ 表音文字。
129 字符 zìfú 文字符号。
130 图画文字 túhuà wénzì 象形文字。絵文字。
131 颜文字 yán wénzì 顔文字。
132 表情符号 biǎoqíng fúhào 表情マーク。絵文字。
133 数字 shùzì 数字。
134 数码 shùmǎ 数字。
135 罗⻢数字 luómǎshùzì ローマ数字。
136 程序语言 chéngxù yǔyán プログラム言語。
137 C语言 C yǔyán Ｃ言語。
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