
No 中国語 ピンイン 日本語

1 春天 chūntiān 春。
2 春季 chūnjì 春。
3 春日 chūnrì 春日(しゅんじつ)。
4 春天日子 chūntiān rìzi 春の日。
5 春天的气息 chūntiān de qìxí 春の息吹。
6 春天的阳光 chūntiān de yángguāng 春の陽。
7 春天哟 来吧 chūntiān yo   lái ba 春よ、来い。
8 春花烂漫 chūnhuā lànmàn 春らんまん。
9 春色正浓 chūnsè zhèng nóng 春たけなわ。
10 天气渐暖 tiānqì jiàn nuǎn 気候が暖かくなってきた。
11 天气渐渐暖和起来了 tiānqì jiànjiàn nuǎnhuo qǐlái le 天気がだんだん暖かくなってきた。
12 天气暖和了 tiānqì nuǎnhuo le 天気が暖かくなった。
13 春天早点来吧 chūntiān zǎodiǎn lái ba 春よ、早く来て。
14 春天来吧, 快来吧 chūntiān lái ba, kuài lái ba 春よ来い、早く来い。
15 期待春天的到来 qídài chūntiān de dàolái 春が来るのが待ち遠しい。
16 盼望着春天到来 pànwàng zhe chūntiān dàolái 春の到来が待ち遠しい。
17 ⻢上到春天了 mǎshàng dào chūntiān le もうすぐ春です。
18 春天⻢上就要到了 chūntiān mǎshàng jiù yào dào le 春はもうすぐです。
19 ⻢上要到春天了 mǎshàng yào dào chūntiān le もうすぐ春になる。
20 春天将要到了 chūntiān jiāngyào dào le 春がもうじきやって来る。
21 快要到春天了 kuàiyào dào chūntiān le もうすぐ春です。
22 快要春天了 kuàiyào chūntiān le もうすぐ春です。
23 快春天了 kuài chūntiān le もうすぐ春です。
24 春天到来了 chūntiān dàolái le 春が来ました。
25 春天到了 chūntiān dào le 春が来た。
26 到春天了 dào chūntiān le 春が来た。
27 春天来了 chūntiān lái le 春が来た。
28 春天了 chūntiān le 春が来た。
29 春天来临 chūntiān láilín 春の訪れ。
30 终于春天来了 zhōngyú chūntiān lái le ついに春がきた。
31 一到春天就开花 yī dào chūntiān jiù kāihuā 春が来ると花が咲く。
32 一到春天就过敏 yī dào chūntiān jiù guòmǐn 春になるとアレルギーになる。
33 花粉过敏症 huāfěn guòmǐnzhèng 花粉症。
34 花粉症 huāfěnzhèng 花粉症。
35 花粉症的季节来临了 huāfěnzhèng de jìjié láilín le 花粉症の季節がやってきた。
36 春暖花开 chūn nuǎn huā kāi 暖かい春になって花の咲き誇るさま。
37 春装打扮 chūnzhuāng dǎban 春の装い。
38 看花 kàn huā 花見。
39 赏花 shǎnghuā 花見。
40 赏花季节 shǎnghuā jìjié 花見シーズン。
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41 赏花客 shǎnghuā kè 花見客。
42 开花 kāihuā 開花。花が咲く。はじけるように裂ける。顔がほころぶ。
43 花期 huāqī 開花期。花が咲く時期。
44 盛开 shèngkāi 満開になる。
45 樱花 yīnghuā 桜。桜の花。
46 樱花树 yīnghuāshù 桜の木。
47 赏樱花 shǎng yīnghuā 桜の花見。
48 观赏樱花 guānshǎng yīnghuā 桜の花見。
49 观樱 guān yīng 桜の花見。
50 樱花开了 yīnghuā kāi le 桜が咲いた。
51 樱花谢了 yīnghuā xiè le 桜が散る。
52 梅花 méihuā 梅の花。
53 桃花 táohuā 桃の花。
54 映山红 yìngshānhóng ツツジ。
55 杜鹃花 dùjuānhuā ツツジの花。
56 郁金香 yùjīnxiāng チューリップ。
57 油菜花 yóucàihuā 菜の花。
58 菜花 càihuā 菜の花。カリフラワー。
59 竹笋 zhúsǔn タケノコ。
60 莺 yīng ウグイス。
61 ⻩莺 huángyīng ウグイス。
62 ⻩鹂 huánglí ウグイス。
63 ⻩⻦ huángniǎo ウグイス。
64 云雀 yúnquè ヒバリ。
65 燕 yàn ツバメ。
66 燕儿 yànr ツバメ。
67 燕子 yànzi ツバメ。
68 雪融 xuěróng 雪解け。
69 发芽 fāyá 芽を出す。
70 抽芽 chōuyá 芽を出す。
71 愚人节 yúrén jié エイプリルフール。
72 毕业 bìyè 卒業。
73 毕业典礼 bìyè diǎnlǐ 卒業式。
74 入学 rùxué 入学。
75 入学典礼 rùxué diǎnlǐ 入学式。
76 开学典礼 kāixué diǎnlǐ 始業式。
77 退休 tuìxiū 定年などで退職する。
78 退职 tuìzhí 退職する。辞職する。
79 进公司 jìn gōngsī 入社。
80 转学 zhuǎnxué 転校する。
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81 转校 zhuǎnxiào 転校する。
82 调动工作 diàodòng gōngzuò 転勤。
83 新生活 xīn shēnghuó 新生活。
84 搬家 bānjiā 家を引っ越す。場所を移す。
85 迁居 qiānjū 引っ越す。
86 遇⻅和离别 yùjiàn hé líbié 出合いと別れ。
87 相逢是别离的开始 xiāngféng shì biélí de kāishǐ 出会いは別れのはじまり。
88 春假 chūnjià 春休み。
89 ⻩金周 huángjīn zhōu ゴールデンウィーク。
90 郊游 jiāoyóu ピクニック。ハイキング。遠足。
91 野餐 yěcān 野外で食事をする。ピクニックする。
92 徒步旅行 túbù lǚxíng ハイキング。遠足。
93 徒步小旅行 túbù xiǎo lǚxíng ハイキング。遠足。
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