
No 中国語 ピンイン 日本語

1 垃圾 lājī ゴミ。
2 尘土 chéntǔ ほこり。
3 灰 huī ほこり。細かなごみ。灰。しっくい。灰色の。がっかりする。

4 土 tǔ ほこり。土。土地。⺠間の。やぼったい。
5 灰土 huītǔ ほこり。
6 秽土 huìtǔ 汚れた土。ごみ。よごれた世界。
7 尘埃 chén'āi ちり。ほこり。
8 灰尘 huīchén ちり。ほこり。
9 ⻜尘 fēichén 空中のほこり。
10 浮尘 fúchén 浮遊しているほこり。うっすらついたほこり。
11 沙尘 shāchén 砂ぼこり。
12 土尘 tǔchén 土ぼこり。
13 尘雾 chénwù 土ぼこり。ほこりと霧。
14 尘烟 chényān 舞い上がるほこり。
15 扬尘 yángchén 舞い上がるほこり。
16 微尘 wēichén 小さなほこり。
17 纤尘 xiānchén 細かいちり。
18 粉尘 fěnchén 粉塵(ふんじん)。
19 飘尘 piāochén 空中に漂う粉塵。
20 降尘 jiàngchén 落下してくる粉塵。
21 落尘 luòchén つもったほこり。
22 坌 bèn ちりやほこり。寄せ集める。
23 微坌 wēibèn 細かなちり。
24 尘坌 chénbèn ちりやほこり。
25 尘垢 chéngòu ほこりや垢(あか)。
26 尘腻 chénnì ほこりや垢(あか)。
27 渣 zhā 残り。かす。ばらばらになっているくず。
28 渣儿 zhār 残り。かす。ばらばらになっているくず。
29 渣子 zhāzi かす。
30 渣滓 zhāzǐ かす。残りかす。人間のクズ。
31 残渣 cánzhā 残りかす。
32 蜘蛛网 zhīzhūwǎng 蜘蛛の巣。
33 蛛网 zhūwǎng 蜘蛛の巣。
34 蜘蛛丝 zhīzhūsī 蜘蛛の糸。
35 蛛丝 zhūsī 蜘蛛の糸。
36 挂蜘蛛网 guà zhīzhūwǎng 蜘蛛が巣をはる。
37 蜘蛛结网 zhīzhū jié wǎng 蜘蛛が巣をはる。
38 蜘蛛做网 zhīzhū zuò wǎng 蜘蛛が巣をはる。
39 废物 fèiwù 廃物。廃品。
40 废物 fèiwu 役立たず。
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41 废品 fèipǐn 廃品。不良品。ダメな人。
42 废料 fèiliào 廃棄物。役立たず。
43 废弃 fèiqì 廃棄する。
44 废弃物 fèiqìwù 廃棄物。
45 销毁 xiāohuǐ 焼却する。溶かして廃棄する。
46 污垢 wūgòu 汚れ。垢(あか)。
47 污痕 wūhén 汚れ。しみ。
48 污迹 wūjì 汚れ。しみ。
49 污渍 wūzì 汚れ。しみ。
50 污点 wūdiǎn 汚れ。しみ。汚点。
51 脏东⻄ zāngdōngxi 汚れもの。
52 落叶 luòyè 落ち葉。
53 枯草 kūcǎo 枯れ草。
54 宠物粪便 chǒngwù fènbiàn ペットの糞。
55 动物粪便 dòngwù fènbiàn 動物の糞。
56 狗的粪便 gǒu de fènbiàn 犬の糞。
57 狗粪 gǒufèn 犬の糞。
58 ⻦粪 niǎofèn 鳥の糞。
59 鸽子粪 gēzifèn ハトの糞。
60 空罐 kōngguàn 空き缶。
61 空罐儿 kōngguànr 空き缶。
62 空瓶 kōngpíng 空き瓶。
63 空瓶子 kōngpíngzi 空き瓶。
64 空塑料瓶 kōngsùliàopíng 空のペットボトル。
65 烟头 yāntóu タバコのすいがら。
66 烟蒂 yāndì タバコのすいがら。
67 废纸 fèizhǐ 紙くず。無効になった契約や貨幣。
68 纸屑 zhǐxiè 紙くず。
69 碎纸片 suì zhǐpiàn 紙くず。
70 生垃圾 shēng lājī 生ごみ。
71 食品垃圾 shípǐn lājī 生ごみ。
72 厨房垃圾 chúfáng lājī 生ごみ。
73 生活垃圾 shēnghuó  lājī 生ごみ。
74 含有水分的垃圾 hányǒu shuǐfèn de lājī 生ごみ。
75 剩饭 shèngfàn 残飯。食べ残し。
76 破布 pòbù ぼろぎれ。
77 旧报纸 jiù bàozhǐ 古新聞。昔の新聞。
78 旧杂志 jiù zázhì 古雑誌。昔の雑誌。
79 旧书报 jiù shūbào 古新聞、古雑誌。
80 家庭垃圾 jiātíng lājī 家庭ごみ。
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81 可燃物 kěránwù 可燃物。
82 可燃垃圾 kěrán lājī 可燃ごみ。
83 可燃性垃圾 kěránxìng lājī 可燃性ごみ。
84 不可燃垃圾 bù kěrán lājī 不燃ごみ。
85 不燃垃圾 bùrán lājī 不燃ごみ。
86 不易燃垃圾 bù yìrán lājī 不燃ごみ。
87 资源垃圾 zīyuán lājī 資源ごみ。
88 分类垃圾 fēnlèi lājī 分別ごみ。
89 分类收垃圾 fēnlèi shōu lājī ゴミの分別収集。
90 垃圾分类收集 lājī fēnlèi shōují ゴミの分別収集。
91 垃圾堆 lājīduī ごみだめ。ごみの山。
92 垃圾箱 lājīxiāng ゴミ箱。
93 垃圾桶 lājītǒng ゴミ箱。
94 垃圾袋 lājīdài ゴミ袋。
95 垃圾站 lājīzhàn ゴミ置き場。
96 垃圾堆积场 lājī duījīchǎng ゴミ置き場。
97 废品堆积场 fèipǐn duījīchǎng 廃品置き場。
98 垃圾⻋ lājīchē ごみ収集車。
99 垃圾焚烧场 lājī fénshāo chǎng ごみ焼却場。
100 垃圾焚烧站 lājī fénshāo zhàn ごみ焼却場。
101 倒垃圾 dào lājī ゴミを捨てる。
102 处理垃圾 chǔlǐ lājī ゴミを始末する。
103 打扫垃圾 dǎsǎo lājī ゴミ掃除する。
104 捡垃圾 jiǎn lājī ゴミを拾う。
105 扔垃圾 rēng lājī ゴミを放り捨てる。
106 丢烟头 diū yāntóu 吸い殻を放り捨てる。
107 垃圾散落一地 lājī sànluò yī dì ごみが一面に散らばる。
108 不要扔垃圾 bùyào rēng lājī ごみを捨てるな。
109 请不要在这里扔垃圾 qǐng bùyào zài zhèlǐ rēng lājī ここにゴミを捨てないでください。
110 请不要将大件垃圾仍在这里 qǐng bùyào jiāng dà jiàn lājī réng zài zhèlǐ この場所に大型ごみを捨てないでください。
111 配合垃圾分类 pèihé lājī fēnlèi ゴミの分別に協力を。
112 大件垃圾 dà jiàn lājī 粗大ごみ。
113 工业废料 gōngyè fèiliào 産業廃棄物。
114 工业废弃物 gōngyè fèiqìwù 産業廃棄物。
115 积了灰尘 jī le huīchén ほこりがたまった。
116 积了灰土 jī le huītǔ ほこりがたまった。
117 积满着灰尘 jī mǎn zhe huīchén ほこりがたまっている。
118 落满灰尘 luò mǎn huīchén ほこりがたまっている。
119 尘土扬起来 chéntǔ yáng qilai ほこりが立つ。
120 有点灰尘 yǒudiǎn huīchén ほこりっぽい。
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121 弄得满是灰尘 nòng de mǎn shì huīchén ほこりだらけになる。
122 满身灰尘 mǎn shēn huīchén ほこりまみれになる。
123 满是灰尘 mǎn shì huīchén ほこりまみれ。
124 尘土大 chéntǔ dà ほこりがひどい。
125 尘土⻜扬 chéntǔ fēiyáng ほこりが舞う。
126 擦掉尘土 cā diào chéntǔ ほこりを拭きとる。
127 打扫灰尘 dǎsǎo huīchén ほこりを払う。
128 抖掉灰尘 dǒu diào huīchén ほこりを払う。
129 掸灰尘 dǎn huīchén ほこりを払う。
130 起灰尘 qǐ huīchén ほこりが立つ。
131 空气污浊 kōngqì wūzhuó 空気がよくない。空気が汚い。
132 浑水 hún shuǐ 水が濁る。
133 浑浊 húnzhuó 水や空気が濁っている。
134 混浊 húnzhuó 水や空気が濁っている。
135 卫生 wèishēng 衛生的だ。衛生。
136 不卫生 bù wèishēng 不衛生だ。
137 环境卫生 huánjìng wèishēng 環境衛生。
138 环境污染 huánjìng wūrǎn 環境汚染。
139 杂菌 zájūn 雑菌。
140 细菌 xìjūn 細菌。
141 杀菌 shājūn 殺菌する。
142 灭菌 mièjūn 殺菌する。
143 除臭 chúchòu 脱臭。
144 除臭 chúxiù 消臭。
145 消臭 xiāoxiù 消臭。
146 消毒 xiāodú 消毒する。弊害を取り除く。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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