
No 中国語 ピンイン 日本語

1 冬天 dōngtiān 冬。
2 冬季 dōngjì 冬。冬季。
3 寒冬 hándōng 冬。寒い冬。
4 隆冬 lóngdōng 厳冬。真冬。
5 深冬 shēndōng 真冬。
6 严冬 yándōng 厳冬。
7 暖冬 nuǎndōng 暖冬。
8 冬至 dōngzhì 冬至。
9 冷天 lěngtiān 寒い天気。寒い日。
10 阴⻛ yīnfēng 寒い風。邪悪な風潮。
11 寒⻛ hánfēng 寒い風。
12 寒流 hánliú 寒波。寒流。
13 寒潮 háncháo 寒波。
14 冷 lěng 寒い。冷たい。冷ます。冷やす。
15 寒冷 hánlěng 寒い。空気が冷たい。
16 严寒 yánhán 厳しい寒さ。寒さの厳しい。
17 下雪 xià xuě 雪が降る。
18 大雪 dàxuě 大雪。
19 细雪 xìxuě 粉雪。
20 第一场雪 dì yī chǎng xuě 初雪。
21 初雪 chūxuě 初雪。
22 头场雪 tóuchángxuě 初雪。
23 下霜 xià shuāng 霜が降りる。
24 冬装 dōngzhuāng 防寒着。衣料の冬物。
25 冬天的衣服 dōngtiān de yīfu 冬物の衣服。
26 多穿 duō chuān 厚着する。多く着る。
27 多穿一点 duō chuān yīdiǎn 少し厚着する。
28 多穿一些 duō chuān yīxiē 少し厚着する。
29 穿厚一点 chuān hòu yīdiǎn 少し厚着する。
30 最好穿厚一点 zuì hǎo chuān hòu yīdiǎn 厚着したほうがいい。
31 冬季运动 dōngjì yùndòng ウィンタースポーツ。
32 滑雪 huáxuě スキー。
33 滑雪板 huáxuěbǎn スノーボード。スキーの板。
34 滑板滑雪 huábǎn huáxuě スノーボード。
35 滑雪场 huáxuěchǎng スキー場。
36 滑冰 huábīng スケート。
37 溜冰 liūbīng スケート。
38 滑冰场 huábīngchǎng スケートリンク。
39 冬泳 dōngyǒng 寒中水泳。
40 寒冬游泳 hándōng yóuyǒng 寒中水泳。
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41 冷天游泳 lěng tiān yóuyǒng 寒中水泳。
42 圣诞节 shèngdànjié クリスマス。
43 圣诞老人 shèngdàn lǎorén サンタクロース。
44 驯鹿 xùnlù トナカイ。
45 圣诞树 shèngdànshù クリスマスツリー。
46 圣诞礼物 shèngdàn lǐwù クリスマスプレゼント。
47 元旦 yuándàn 新暦１月１日の元旦。新暦のお正月。
48 元旦节 yuándànjié 新暦のお正月。
49 春节 chūnjié 旧暦の正月。春節。
50 寒假 hánjià 冬休み。
51 年假 niánjià 冬休み。旧正月の休暇。正月の休暇。
52 冬眠 dōngmián 冬眠する。
53 越冬 yuèdōng 植物や虫が越冬する。
54 雪人 xuěrén 雪だるま。
55 打雪仗 dǎ xuězhàng 雪合戦。
56 除雪 chúxuě 除雪する。
57 火锅料理 huǒguō liàolǐ 鍋料理。
58 火锅 huǒguō 中国の火鍋料理。鍋料理。中国式のなべ。
59 关东煮 guāndōngzhǔ おでん。
60 熬点 āodiǎn おでん。
61 涮涮鍋 shuàn shuàn guō しゃぶしゃぶ。
62 涮锅子 shuàn guōzi しゃぶしゃぶ。羊のしゃぶしゃぶ。
63 涮羊肉 shuànyángròu 羊のしゃぶしゃぶ。
64 日式牛肉火锅 rì shì niúròu huǒguō すき焼き。
65 寿喜锅 shòuxǐguō すき焼き。
66 寿喜烧 shòuxǐshāo すき焼き。
67 热饮 rèyǐn ホットドリンク。
68 温清酒 wēn qīngjiǔ 日本酒のあつ燗(かん)。
69 热清酒 rè qīngjiǔ 日本酒のあつ燗(かん)。
70 温酒 wēn jiǔ あつ燗。身をあたためるために飲む酒。
71 热酒 rè jiǔ 酒をあたためる。あつ燗。
72 烫酒 tàng jiǔ あつ燗する。
73 烫的酒 tàng de jiǔ あつ燗。
74 烫热的酒 tàng rè de jiǔ あつ燗。
75 把酒烫热喝 bǎ jiǔ tàng rè hē 燗をして飲む。
76 橘子 júzi みかん。
77 苹果 píngguǒ りんご。
78 秋天一过, 就到冬天了 qiūtiān yīguò, jiù dào dōngtiān le 秋が過ぎ、冬となる。
79 冬天就在眼前 dōngtiān jiù zài yǎnqián 冬は間近だ。
80 准备过冬 zhǔnbèi guòdōng 冬支度する。
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81 冬色渐浓 dōng sè jiàn nóng 冬らしくなる。
82 冬天白天很短 dōngtiān báitiān hěn duǎn 冬は日が短い。
83 觉得很冷 juéde hěn lěng 寒い。
84 冷得很 lěng de hěn とても寒い。
85 冷得要命 lěng de yàomìng ものすごく寒い。
86 冷得厉害 lěng de lìhài やけに寒い。
87 外边很冷 wàibian hěn lěng 外は寒い。
88 早晚变得很冷了 zǎowǎn biàn de hěn lěng le 朝晩だいぶ寒くなった。
89 今天天气很冷 jīntiān tiānqì hěn lěng 今日は寒い。
90 今年冬天很冷 jīnnián dōngtiān hěn lěng この冬は寒い。
91 这一冬天最冷的天气 zhè yī dōngtiān zuì lěng de tiānqì この冬一番の寒い天気。
92 啊, 下雪啦 a, xià xuě la あっ、雪だ。
93 过冬 guòdōng 冬を越す。
94 寒冬过去了 hándōng guòqù le 寒い冬が去った。
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