
No 中国語 ピンイン 日本語

1 星球大战 xīngqiú dà zhàn スター・ウォーズ。
2 世界之战 shìjiè zhī zhàn 宇宙戦争。
3 蝙蝠侠 biānfúxiá バットマン。
4 异形 yìxíng エイリアン。
5 超人 chāorén スーパーマン。
6 2001太空漫游 èr líng líng yī tàikōng mànyóu ２００１年宇宙の旅。
7 后天 hòutiān デイ・アフター・トゥモロー。
8 决战猩球 juézhàn xīng qiú 猿の惑星。
9 人猿星球 rényuán xīngqiú 猿の惑星。
10 铁甲威龙 tiějiǎ wēi lóng ロボコップ。
11 机械战警 jīxiè zhàn jǐng ロボコップ。
12 外星人ET wàixīngrén ET Ｅ.Ｔ. 。
13 星河战队 xīnghé zhànduì スターシップ・トゥルーパーズ。
14 复仇者联盟 fùchóuzhě liánméng アベンジャーズ。
15 速度与激情 sùdù yǔ jīqíng ワイルド・スピード。
16 美国队⻓ měiguó duìzhǎng キャプテン・アメリカ。
17 教父 jiàofù ゴッドファーザー。
18 肖申克的救赎 xiàoshēnkè de jiùshú ショーシャンクの空に。
19 辛德勒的名单 xīndélēi de míngdān シンドラーのリスト。
20 公⺠凯恩 gōngmín Kǎi'ēn 市⺠ケイン。
21 卡萨布兰卡 kǎsàbùlánkǎ カサブランカ。
22 美国丽人 měiguó lìrén アメリカンビューティー。
23 发条橙子 fātiáo chéngzi 時計じかけのオレンジ。
24 发条橘子 fātiáo júzi 時計じかけのオレンジ。
25 出租⻋司机 chūzūchē sījī タクシードライバー。
26 猎鹿人 lièlùrén ディア・ハンター。
27 克莱默夫妇 kèláimò fūfù クレイマー、クレイマー。
28 象人 xiàngrén エレファントマン。
29 烈火战⻋ lièhuǒ zhàn chē 炎のランナー。
30 野战排 yězhàn pái プラトーン。
31 终结者 zhōngjié zhě ターミネーター。
32 雨人 yù rén レインマン。
33 天堂电影院 tiāntáng diànyǐngyuàn ニューシネマパラダイス。
34 沉默的羔羊 chénmò de gāoyáng 羊たちの沈黙。
35 阿甘正传 ā gān zhèng chuán フォレストガンプ。
36 这个杀手不太冷 zhège shāshǒu bù tài lěng レオン。
37 拯救大兵瑞恩 zhěngjiù dàbīng Ruì'ēn プライベート・ライアン。
38 搏击俱乐部 bójí jùlèbù ファイト・クラブ。
39 音乐之声 yīnyuè zhī shēng サウンド・オブ・ミュージック。
40 狮子王 shīzi wáng ライオンキング。
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41 蜘蛛侠 zhīzhūxiá スパイダーマン。
42 功夫熊猫 gōngfū xióngmāo カンフー・パンダ。
43 哈利波特 Hālì · Bōtè ハリー・ポッター。
44 回到未来 huí dào wèilái バック・トゥ・ザ・フューチャー。
45 黑客帝国 hēikè dìguó マトリックス。
46 生化危机 shēnghuà wéijī バイオハザード。
47 豆豆先生 dòu dòu xiānshēng ミスター・ビーン。
48 不可能的任务 bù kěnéng de rènwù ミッションインポッシブル
49 侏罗纪公园 zhūluójì gōngyuán ジュラシックパーク。
50 大白鲨 dàbáishā ジョーズ。
51 泰坦尼克号 tàitǎnníkè hào タイタニック。
52 冰雪奇缘 bīng xuě qí yuán アナと雪の女王。
53 美女与野兽 měinǚ yǔ yěshòu 美女と野獣。
54 阿凡达 āfándá アバター。
55 加勒比海盗 jiālèbǐ hǎidào パイレーツ・オブ・カリビアン。
56 指环王 zhǐhuán wáng ロード・オブ・ザ・リング。
57 第六感 dìliùgǎn シックス・センス。
58 印第安纳 · 琼斯 Yìndì'ānnà · Qióngsī インディ・ジョーンズ。
59 终极警探 zhōngjí jǐngtàn ダイハード。
60 独立日 dúlì rì インディペンデンスデイ。
61 罗⻢假日 luómǎ jiàrì ローマの休日。
62 魔⻤克星 móguǐ kèxīng ゴーストバスターズ。
63 黑衣人 hēi yī rén メン・イン・ブラック。
64 运输者 yùnshū zhě トランスポーター。
65 007 (零零七) líng líng qī ００７。
66 洛奇 Luòqí ロッキー。
67 七武士 qī wǔshì 七人の侍。
68 座头市 zuòtóushì 座頭市。
69 死亡笔记 sǐwáng bǐjì デス・ノート。
70 入殓师 rùliàn shī おくりびと。
71 小偷家族 xiǎotōu jiāzú 万引き家族。
72 深夜食堂 shēnyè shítáng 深夜食堂。
73 幽灵公主 yōulíng gōngzhǔ もののけ姫。
74 龙猫 lóng māo となりのトトロ。
75 千与千寻 qiān yǔ qiān xún 千と千尋の神隠し。
76 天空之城 tiānkōng zhī chéng 天空の城ラピュタ。
77 ⻛之谷 fēng zhī gǔ 風の谷のナウシカ。
78 天气之子 tiānqì zhī zǐ 天気の子。
79 你的名字 nǐ de míngzì 君の名は。
80 哥斯拉 gēsīlā ゴジラ。
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81 末代皇帝 mòdài huángdì ラストエンペラー。
82 赤壁 chìbì レッドクリフ。
83 战狼 zhàn láng 戦狼 (ウルフ・オブ・ウォー)。
84 红海行动 hónghǎi xíngdòng 紅海行動 (オペレーション レッド・シー)。
85 哪吒之魔童降世 nézhā zhī mótóng jiàngshì Ne Zha (ナーザ 魔童降世)。
86 流浪地球 liúlàng dìqiú 流転の地球 (さまよえる地球)。
87 电影名 diànyǐng míng 映画の名前。映画のタイトル。
88 电影名称 diànyǐng míngchēng 映画の名前。映画のタイトル。
89 电影名字 diànyǐng míngzi 映画の名前。映画のタイトル。
90 电影的名字 diànyǐng de míngzi 映画の名前。映画のタイトル。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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