
No 中国語 ピンイン 日本語

1 军事 jūnshì 軍事。
2 军事基地 jūnshì jīdì 軍事基地。
3 军事设施 jūnshì shèshī 軍事施設。
4 军事工作 jūnshì gōngzuò 軍事活動。
5 军事训练 jūnshì xùnliàn 軍事訓練。
6 军事机密 jūnshì jīmì 軍事機密。
7 国家机密 guójiā jīmì 国家機密。
8 密件 mìjiàn 機密文書。
9 保密文件 bǎomì wénjiàn 機密文書。
10 机密文件 jīmì wénjiàn 機密文書。
11 机要文件 jīyào wénjiàn 機密書類。
12 机要工作 jīyào gōngzuò 機密工作。最重要プロジェクト。
13 机要部门 jīyào bùmén 機密部門。
14 碟报活动 diébào huódòng 諜報活動。
15 碟报人员 diébào rényuán 諜報員。
16 间谍 jiàndié スパイ。
17 特务 tèwu 特殊工作員。スパイ。
18 特务 tèwù 軍事上の戦闘以外の特殊任務を担当する。
19 密探 mìtàn スパイ。
20 间谍活动 jiàndié huódòng スパイ活動。
21 军队 jūnduì 軍隊。
22 部队 bùduì 部隊。軍隊。
23 军人 jūnrén 軍人。
24 兵 bīng 兵士。
25 卒 zú 身分の低い兵士。死亡する。ついに。
26 士兵 shìbīng 下士官と兵士の総称。
27 战士 zhànshì 戦士。
28 战斗员 zhàndòu yuán 戦闘員。
29 军犬 jūn quǎn 軍用犬。
30 应征 yìngzhēng 徴兵に応じる。応じる。応募する。
31 参军 cānjūn 軍隊に入る。
32 从军 cóngjūn 軍隊に入る。従軍し戦地に赴く。
33 从戎 cóngróng 軍隊に入る。従軍し戦地に赴く。
34 入伍 rùwǔ 入隊する。
35 退伍 tuìwǔ 退役する。
36 军衔 jūnxián 軍人の階級別の称号。
37 军官 jūnguān 将校。士官。⼩隊⻑以上の幹部。
38 大将 dàjiàng 軍の最高位の大将。
39 一级上将 yī jí shàngjiàng 上級大将。
40 上将 shàngjiàng 軍の大将。
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41 中将 zhōngjiàng 中将。
42 少将 shàojiàng 少将。
43 连⻓ liánzhǎng 中隊⻑。
44 排⻓ páizhǎng ⼩隊⻑。
45 班⻓ bānzhǎng 隊⻑。分隊⻑。職⻑。学級委員。
46 海军 hǎijūn 海軍。
47 陆军 lùjūn 陸軍。
48 空军 kōngjūn 空軍。
49 火箭军 huǒjiànjūn ロケット軍。
50 太空军 tàikōngjūn 宇宙軍。
51 战略支援部队 zhànlüè zhīyuán bùduì 戦略支援部隊。
52 后勤部队 hòuqín bùduì 後方勤務部隊。
53 网军 wǎngjūn サイバー軍。
54 网络战部队 wǎngluòzhàn bùduì サイバー戦部隊。
55 网络战 wǎngluòzhàn サイバー戦。
56 军网 jūnwǎng 軍隊内部のインターネットシステム。
57 黑客攻击 hēikè gōngjí サイバー攻撃。
58 特殊部队 tèshū bùduì 特殊部隊。
59 常规部队 chángguī bùduì 通常部隊。
60 中国军队 zhōngguó jūnduì 中国軍。
61 解放军 jiěfàngjūn 中国人⺠解放軍。解放軍。
62 中国解放军 zhōngguó jiěfàngjūn 中国人⺠解放軍。
63 中国人⺠解放军 zhōngguó rénmín jiěfàngjūn 中国人⺠解放軍。
64 俄罗斯军队 èluósī jūnduì ロシア軍。
65 俄军 é jūn ロシア軍。
66 朝鲜人⺠军 cháoxiǎn rénmín jūn 朝鮮人⺠軍。
67 伊朗军队 yīlǎng jūnduì イラン軍。
68 巴基斯坦军队 bājīsītǎn jūnduì パキスタン軍。
69 印度军队 yìndù jūnduì インド軍。
70 印军 yìn jūn インド軍。
71 北约军 běiyuē jūn NATO軍。
72 英国军队 yīngguó jūnduì イギリス軍。
73 英军 yīng jūn イギリス軍。
74 美国军队 měiguó jūnduì 米軍。
75 美军 měi jūn 米軍。
76 自卫队 zìwèiduì 自衛隊。
77 日本自卫队 rìběn zìwèiduì 日本自衛隊。
78 军备 jūnbèi 軍備。
79 战备 zhànbèi 軍備。
80 扩军 kuòjūn 軍備を拡張する。
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81 裁军 cáijūn 軍縮する。
82 军费 jūnfèi 軍事費。
83 潜水艇 qiánshuǐtǐng 潜水艦。
84 潜艇 qiántǐng 潜水艦。
85 核潜艇 héqiántǐng 原子力潜水艦。
86 攻击型核潜艇 gōngjí xíng héqiántǐng 攻撃型原潜。
87 ⻥雷 yúléi 魚雷。
88 水雷 shuǐléi 機雷。
89 军用船只 jūnyòng chuánzhī 軍用船。
90 战舰 zhànjiàn 軍事作戦用艦船。
91 军舰 jūnjiàn 軍艦。
92 兵舰 bīngjiàn 軍艦。
93 巡洋舰 xúnyángjiàn 巡洋艦。
94 巡逻艇 xúnluótǐng 哨戒艇。
95 驱逐舰 qūzhújiàn 駆逐艦。
96 战斗舰 zhàndòujiàn 戦闘艦。戦艦。
97 战列舰 zhànlièjiàn 戦闘艦。戦艦。
98 登陆艇 dēnglùtǐng 揚陸艇。
99 登陆舰 dēnglùjiàn 揚陸艦。
100 航空⺟舰 hángkōng mǔjiàn 航空⺟艦。空⺟。
101 航⺟ hángmǔ 航空⺟艦。空⺟。
102 核动力航空⺟舰 hédònglì hángkōng mǔjiàn 原子力空⺟。
103 核航⺟ hé hángmǔ 原子力空⺟。
104 步兵 bùbīng 歩兵。
105 军服 jūnfú 軍服。
106 军装 jūnzhuāng 軍服。
107 战斗服 zhàndòu fú 戦闘服。
108 军旗 jūnqí 軍旗。
109 国旗 guóqí 国旗。
110 国歌 guógē 国歌。
111 武器 wǔqì 武器。兵器。
112 兵器 bīngqì 武器。兵器。
113 器械 qìxiè 器具。機械。武器。
114 瑞士军刀 ruìshì jūndāo スイスアーミーナイフ。
115 瑞士刀 ruìshì dāo スイスアーミーナイフ。
116 军刀 jūndāo 軍刀。
117 军用匕首 jūnyòng bǐshǒu 軍刀。戦闘用の短刀。
118 弹药 dànyào 弾薬。
119 枪弹 qiāngdàn 銃弾。
120 子弹 zǐdàn 弾丸。銃弾。
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121 枪 qiāng 銃。
122 手枪 shǒuqiāng 拳銃。
123 来复枪 láifùqiāng ライフル銃。
124 狙击枪 jūjī qiāng 狙撃銃(そげきじゅう)。スナイパーライフル。
125 步枪 bùqiāng ⼩銃。
126 自动步枪 zìdòng bùqiāng 自動⼩銃。
127 突击步枪 tújí bùqiāng アサルトライフル。全自動射撃能力を持つ⼩銃。
128 霰弹枪 sǎntánqiāng ショットガン。散弾銃。
129 机关枪 jīguānqiāng 機関銃。
130 机枪 jīqiāng 機関銃。
131 重机关枪 zhòngjīguānqiāng 重機関銃。
132 催泪弹 cuīlèidàn 催涙弾。
133 毒气 dúqì 毒ガス。
134 夜视仪 yèshìyí 暗視スコープ。
135 夜視鏡 yèshìjìng 暗視スコープ。
136 火箭 huǒjiàn ロケット。
137 火箭炮 huǒjiànpào ロケット砲。
138 火箭弹 huǒjiàndàn ロケット弾。
139 火箭发射台 huǒjiàn fāshètái ロケット発射台。
140 火箭发射器 huǒjiàn fāshè qì ロケット弾発射器。
141 反坦克火箭筒 fǎn tǎnkè huǒjiàntǒng 対戦車ロケットランチャー。バズーカ砲。
142 炸弹 zhàdàn 爆弾。
143 炸药 zhàyào 爆薬。ダイナマイト。
144 手榴弹 shǒuliúdàn 手りゅう弾。
145 地雷 dìléi 地雷。
146 火药 huǒyào 火薬。
147 爆炸物 bàozhà wù 爆発物。
148 军用汽⻋ jūnyòng qìchē 軍用車。
149 军用越野⻋ jūnyòng yuèyě chē 軍用ジープ。軍用オフロード車。
150 战⻋ zhànchē 戦車。
151 坦克 tǎnkè 戦車。
152 军用⻜机 jūnyòng fēijī 軍用機。
153 军用无人机 jūnyòng wúrénjī 軍用無人機。
154 军用运输机 jūnyòng yùnshūjī 軍用輸送機。
155 空中加油机 kōngzhōng jiāyóu jī 空中給油機。
156 电子干扰机 diànzǐ gānrǎo jī 通信妨害機。
157 电子战⻜机 diànzǐ zhàn fēijī 電子戦の飛行機。
158 巡哨机 xúnshàojī 哨戒機。
159 空中预警机 kōngzhōng yùjǐngjī 早期警戒管制機。
160 侦察机 zhēnchájī 偵察機。
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161 攻击机 gōngjījī 攻撃機。
162 强击机 qiángjíjī 攻撃機。
163 轰炸机 hōngzhàjī 爆撃機。
164 战略轰炸机 zhànlüè hōngzhàjī 戦略爆撃機。
165 隐形⻜机 yǐnxíng fēijī ステルス機。
166 隐形轰炸机 yǐnxíng hōngzhàjī ステルス爆撃機。
167 歼击机 jiānjījī 戦闘機。
168 战机 zhànjī 戦闘機。
169 战斗机 zhàndòujī 戦闘機。
170 隐形战机 yǐnxíng zhànjī ステルス戦闘機。
171 军用直升⻜机 jūnyòng zhíshēng fēijī 軍用ヘリコプター。
172 人造卫星 rénzào wèixīng 人工衛星。
173 军事卫星 jūnshì wèixīng 軍事衛星。
174 军用卫星 jūnyòng wèixīng 軍用衛星。
175 间谍卫星 jiàndié wèixīng スパイ衛星。
176 侦察卫星 zhēnchá wèixīng 偵察衛星。
177 拦截卫星 lánjié wèixīng 攻撃衛星。迎撃衛星。
178 拦击卫星 lánjī wèixīng 攻撃衛星。迎撃衛星。
179 特攻队 tègōngduì 特攻隊。
180 敢死队 gǎnsǐduì 特攻隊。
181 人间⻥雷 rénjiān yúléi 人間魚雷。
182 有人间⻥雷 yǒu rénjiān yúléi 人間魚雷。
183 人体⻥雷 réntǐ yúléi 人間魚雷。
184 自杀式⻥雷 zìshā shì yúléi 人間魚雷。
185 化学武器 huàxué wǔqì 化学兵器。
186 细菌武器 xìjùn wǔqì 生物兵器。細菌兵器。ウィルス兵器。
187 弹道导弹 dàndào dǎodàn 弾道ミサイル。
188 战术弹道导弹 zhànshù dàndào dǎodàn 戦術用弾道ミサイル。
189 反战术弹道导弹 fǎn zhànshù dàndào dǎodàn 対戦術弾道ミサイル。
190 中程弹道导弹 zhōng chéng dàndào dǎodàn 中距離弾道ミサイル。
191 洲际弹道导弹 zhōujì dàndào dǎodàn 大陸間弾道ミサイル。
192 拦截导弹 lánjié dǎodàn 迎撃ミサイル。
193 核武器 hé wǔqì 核兵器。
194 大规模杀伤性武器 dàguīmó shāshāng xìng wǔqì 大量破壊兵器。
195 雷达 léidá レーダー。
196 雷达照射 léidá zhàoshè レーダー照射。
197 警告射击 jǐnggào shèjí 警告射撃。
198 专守防卫 zhuān shǒu fángwèi 専守防衛。
199 先进攻击 xiānjìn gōngjí 先制攻撃。
200 自卫反击 zìwèi fǎnjí 自衛反撃。
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201 领海 lǐnghǎi 領海。
202 领空 lǐngkōng 領空。
203 领土 lǐngtǔ 領土。
204 侵犯领海 qīnfàn lǐnghǎi 領海侵犯。
205 侵犯领空 qīnfàn lǐngkōng 領空侵犯。
206 领土纠纷 lǐngtǔ jiūfēn 領土紛争。
207 领土问题 lǐngtǔ wèntí 領土問題。
208 主权 zhǔquán 主権。
209 侵犯主权 qīnfàn zhǔquán 主権侵犯。
210 干涉别国内政 gānshè bié guó nèizhèng 他国の内政に干渉する。
211 不干涉别国内政 bù gānshè bié guó nèizhèng 他国の内政には干渉しない。
212 互不干涉内政 hù bù gānshè nèizhèng 相互に内政に干渉しない。
213 阅兵式 yuèbīng shì 閲兵式(えっぺいしき)。軍事パレード。
214 军事作战 jūnshì zuòzhàn 軍事作戦。
215 军事战略 jūnshì zhànlüè 軍事戦略。
216 军事行动 jūnshì xíngdòng 軍事行動。
217 军事进攻 jūnshì jìngōng 軍事侵攻。
218 军事冲突 jūnshì chōngtú 軍事衝突。
219 军事同盟 jūnshì tóngméng 軍事同盟。
220 军事联盟 jūnshì liánméng 軍事同盟。
221 军事实力 jūnshì shílì 軍事力。
222 军事大国 jūnshì dàguó 軍事大国。
223 武装 wǔzhuāng 武装。
224 斩首策略 zhǎnshǒu cèlüè 斬首作戦。
225 斩首行动 zhǎnshǒu xíngdòng 斬首作戦。
226 暗杀 ànshā 暗殺する。
227 枪杀 qiāngshā 射殺する。
228 击毙 jībì 射殺する。
229 拷问 kǎowèn 拷問する。
230 战胜 zhànshèng 戦勝する。
231 战败 zhànbài 敗戦する。
232 战争 zhànzhēng 戦争。戦争する。
233 战斗 zhàndòu 戦闘する。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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