
No 中国語 ピンイン 日本語

1 温度 wēndù 温度。
2 热 rè 熱。温度が高い。熱を加える。病気の熱。
3 热度 rèdù 温度。熱さ。熱心さ。病気の熱。
4 发烧 fāshāo 病気で熱が出る。
5 发热 fārè 熱が出る。熱を発する。かっとなる。
6 湿度 shīdù 湿度。湿気。
7 温度计 wēndùjì 温度計。
8 温度表 wēndùbiǎo 温度計。
9 湿度计 shīdùjì 湿度計。
10 湿度表 shīdùbiǎo 湿度計。
11 气温 qìwēn 気温。
12 体温 tǐwēn 体温。
13 体温计 tǐwēnjì 体温計。
14 体温表 tǐwēnbiǎo 体温計。
15 水温 shuǐwēn 水温。
16 水温计 shuǐwēnjì 水温計。
17 水温表 shuǐwēnbiǎo 水温計。
18 室温 shìwēn 室温。
19 室内温度 shìnèi wēndù 室内温度。
20 室外温度 shìwài wēndù 外気温度。
21 户外温度 hùwài wēndù 外気温度。
22 平均温度 píngjūn wēndù 平均温度。
23 平均气温 píngjūn qìwēn 平均気温。
24 日均气温 rì jūn qìwēn 日平均温度。
25 日平均温度 rì píngjūn wēndù 日平均温度。
26 日平均气温 rì píngjūn qìwēn 日平均気温。
27 年均温度 nián jūn wēndù 年平均温度。
28 年平均温度 nián píngjūn wēndù 年平均温度。
29 年平均气温 nián píngjūn qìwēn 年平均気温。
30 全年平均气温 quán nián píngjūn qìwēn 年平均気温。
31 最高温度 zuìgāo wēndù 最高温度。
32 最低温度 zuìdī wēndù 最低温度。
33 最高气温 zuìgāo qìwēn 最高気温。
34 最低气温 zuìdī qìwēn 最低気温。
35 高温 gāowēn 高温。高熱。
36 低温 dīwēn 低温。
37 高温潮湿 gāowēn cháoshī 高温多湿。
38 正常体温 zhèngcháng tǐwēn 平熱(へいねつ)。
39 平时的体温 píngshí de tǐwēn 平熱(へいねつ)。
40 测温 cè wēn 測温する。
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41 测量温度 cèliáng wēndù 温度を測る。
42 温度测量 wēndù cèliáng 温度測定。
43 测量热度 cèliáng rèdù 熱を測る。
44 量体温 liáng tǐwēn 体温を計る。
45 温度测量仪 wēndù cèliáng yí 温度測定器。
46 电子测温仪 diànzǐ cè wēn yí デジタル温度測定器。
47 红外测温仪 hóngwài cè wēn yí 赤外線温度測定器。
48 体感温度 tǐgǎn wēndù 体感温度。
49 舒适温度 shūshì wēndù 快適温度。
50 气温很舒适 qìwēn hěn shūshì 気温は快適です。
51 很热 hěn rè 暑いです。熱いです。
52 好热 hǎo rè とても暑い。とても熱い。
53 真热 zhēn rè ほんと暑い。ほんと熱い。
54 闷热 mēnrè 蒸し暑い。
55 潮湿 cháoshī じめじめする。
56 干燥 gānzào 乾いている。乾燥している。つまらない。
57 很暖 hěn nuǎn 暖かいです。
58 温暖 wēnnuǎn 温暖だ。暖かい。
59 暖和 nuǎnhuo 暖かい。暖める。
60 凉快 liángkuai 涼しい。涼む。
61 凉爽 liángshuǎng 涼しくさわやかだ。
62 很冷 hěn lěng 寒いです。冷たいです。
63 寒冷 hánlěng 寒い。空気が冷たい。
64 温度调节 wēndù tiáojié 温度調節。
65 温度控制 wēndù kòngzhì 温度制御。温度コントロール。
66 温控 wēnkòng 温度制御。温度コントロール。
67 调温度 tiáo wēndù 温度調節。
68 提高温度 tígāo wēndù 温度を上げる。
69 降低温度 jiàngdī wēndù 温度を下げる。
70 温度上升 wēndù shàngshēng 温度が上昇する。
71 升温 shēngwēn 温度が上昇する。熱を帯びる。
72 温升 wēn shēng 温度が上昇する。
73 温度下降 wēndù xiàjiàng 温度が下がる。
74 温度降低 wēndù jiàngdī 温度が下がる。
75 温度变化 wēndù biànhuà 温度変化。
76 保持温度 bǎochí wēndù 温度を保つ。
77 保持恒温 bǎochí héngwēn 定温を保つ。
78 保温 bǎowēn 保温する。一定の温度を保つ。
79 保暖 bǎonuǎn 保温する。一定の温度を保つ。
80 暖气 nuǎnqì 暖房。スチーム。暖気。
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81 供暖 gōngnuǎn 暖房する。
82 取暖器 qǔnuǎnqì 暖房器具。
83 冷气 lěngqì 冷房。クーラー。
84 放暖气 fàng nuǎnqì 暖房する。
85 放冷气 fàng lěngqì 冷房する。
86 开冷气 kāi lěngqì 冷房をつける。
87 关冷气 guān lěngqì 冷房を切る。
88 空调 kōngtiáo エアコン。
89 开空调 kāi kòngtiáo エアコンをつける。
90 打开空调 dǎkāi kòngtiáo エアコンをつける。
91 电扇 diànshàn 扇風機。
92 电⻛扇 diànfēngshàn 扇風機。
93 开电扇 kāi diànshàn 扇風機をつける。
94 炉子 lúzi ストーブ。かまど。こんろ。
95 点炉子 diǎn lúzi ストーブをつける。
96 烧炉子 shāo lúzi ストーブをたく。
97 生炉子 shēng lúzi ストーブをたく。
98 火炉 huǒlú ストーブ。かまど。こんろ。
99 火炉子 huǒlúzi ストーブ。かまど。こんろ。
100 电炉 diànlú 電気ストーブ。
101 煤气炉 méiqìlú ガスストーブ。
102 煤油炉 méiyóulú 石油ストーブ。
103 保温瓶 bǎowēnpíng 魔法びん。
104 热水瓶 rèshuǐpíng 魔法びん。
105 暖瓶 nuǎnpíng 魔法びん。
106 暖水瓶 nuǎnshuǐpíng 魔法びん。
107 暖壶 nuǎnhú 魔法びん。
108 加湿器 jiāshīqì 加湿器。
109 湿润器 shīrùnqì 加湿器。
110 喷雾机 pēnwùjī 噴霧器。
111 微粒喷雾机 wéilì pēnwùqì ミスト噴霧機。
112 超微粒喷雾器 chāo wéilì pēnwùqì ミスト噴霧機。
113 摄氏度 shèshìdù 摂氏度。
114 华氏度 huáshìdù 華氏度。
115 摄氏 shèshì 摂氏。
116 华氏 huáshì 華氏。
117 气温高 qìwēn gāo 気温が高い。
118 气温低 qìwēn dī 気温が低い。
119 气温很高 qìwēn hěn gāo 気温が高い。
120 气温很低 qìwēn hěn dī 気温が低い。

温度、湿度   3/4

3



No 中国語 ピンイン 日本語

121 高气温 gāo qìwēn 高気温。
122 极低气温 jí dī qìwēn 極めて低い気温。
123 极低的气温 jí dī de qìwēn 極めて低い気温。
124 异常的气温 yìcháng de qìwēn 異常な気温。
125 气温是二十多度 qìwēn shì èrshí duō dù 気温は２０数度。気温は２０度台。
126 气温通常在二十度左右 qìwēn tōngcháng zài èrshí dù zuǒyòu 気温は通常２０度くらい。
127 现在的温度是多少? xiànzài de wēndù shì duōshǎo 今の温度はいくらですか。
128 现在气温多少度? xiànzài qìwēn duōshǎo dù 今、気温は何度。
129 气温有多少度? qìwēn yǒu duōshǎo dù 気温は何度ある。
130 十七点六度 shíqī diǎn liù dù １７．６度。
131 温度零下九度 wēndù língxià jiǔ dù 温度、マイナス９度。
132 现在湿度是百分之多少? xiànzài shīdù shì bǎi fēn zhī duōshǎo 今、湿度は何パーセント。
133 现在湿度百分之几? xiànzài shīdù bǎi fēn zhī jǐ 今、湿度は何パーセント。
134 今天湿度多少? jīntiān shīdù duōshǎo 今日、湿度はいくら。
135 家里湿度百分之四十 jiālǐ shīdù bǎi fēn zhī sìshí 家の中の湿度は４０パーセント。
136 现在湿度六十 xiànzài shīdù liùshí 今、湿度は６０。
137 气温在零度以下 qìwēn zài líng dù yǐxià 気温は０度以下です。
138 十度与三十度之间 shí dù yǔ sānshí dù zhī jiān １０度と３０度のあいだ。
139 每天都超过了三十度 měitiān dōu chāoguò le sānshí dù 毎日３０度を超えています。
140 把空调温度调在二十二度 bǎ kòngtiáo wēndù tiáo zài èrshí'èr dù エアコンの温度を２２度に設定します。
141 温度调高 wēndù tiáo gāo 温度を上げる。
142 温度调低 wēndù tiáo dī 温度を下げる。
143 调低温度 tiáo dī wēndù 温度を下げる。
144 调大⻛量 tiáo dà fēngliàng 風量を強くする。
145 冷气很弱 lěngqì hěn ruò クーラーが弱い。
146 请把冷气开大一点 qǐng bǎ lěngqì kāi dà yīdiǎn クーラーを少し強めてください。
147 温度调高一度 wēndù tiáo gāo yī dù 温度を１度上げます
148 空调调到二十六度 kòngtiáo tiáo dào èrshíliù dù エアコンを２６度に切り替える。
149 把温度调得太高 bǎ wēndù tiáo de tài gāo 温度上げすぎです。
150 空调温度调得太低 kòngtiáo wēndù tiáo de tài dī 空調温度を下げすぎです。
151 冷藏温度为二度 lěngcáng wēndù wéi èr dù 冷蔵温度は２度です。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

温度、湿度   4/4

4


