
No 中国語 ピンイン 日本語

1 卫生 wèishēng 衛生。衛生的だ。
2 不卫生 bù wèishēng 不衛生。不衛生だ。
3 公共卫生 gōnggòng wèishēng 公衆衛生。
4 环境卫生 huánjìng wèishēng 環境衛生。
5 食品卫生 shípǐn wèishēng 食品衛生。
6 卫生状况 wèishēng zhuàngkuàng 衛生状態。
7 卫生设备 wèishēng shèbèi 衛生設備。
8 讲卫生 jiǎng wèishēng 衛生に気を配る。
9 不讲卫生 bù jiǎng wèishēng 衛生的でなくきたないさま。
10 讲究卫生 jiǎngjiù wèishēng 衛生に気を配る。
11 卫生纸 wèishēngzhǐ トイレットペーパー。生理用ナプキン。
12 卫生巾 wèishēngjīn 生理用ナプキン。
13 卫生间 wèishēngjiān トイレや化粧室、洗面所。
14 干净 gānjìng 清潔で汚れがない。きれいさっぱり残っていない。簡潔だ。

15 干干净净 gāngānjìngjìng 清潔で汚れがない。
16 干干净净儿 gānganjīngjīngr 清潔で汚れがない。
17 不干净 bù gānjìng 不潔だ。
18 爱干净 ài gānjìng きれい好き。
19 很干净 hěn gānjìng 清潔できれいです。
20 弄干净 nòng gānjìng 清潔にする。
21 把手洗干净 bǎ shǒu xǐ gānjìng きれいに手を洗う。
22 把手洗干净吧 bǎ shǒuxǐ gānjìng ba きれいに手を洗って。
23 把桌子擦干净 bǎ zhuōzi cā gānjìng テーブルをきれいに拭く。
24 把碗冲干净 bǎ wǎn chōng gānjìng お碗をきれいにすすぐ。
25 打扫干净 dǎsǎo gānjìng きれいに掃除する。
26 洁净 jiéjìng きれいで汚れていない。
27 洁净的水 jiéjìng de shuǐ きれいな水。
28 喜好洁净 xǐhào jiéjìng きれい好き。
29 很洁净 hěn jiéjìng 清潔できれいです。
30 清洁 qīngjié 清潔だ。
31 清洁的空气 qīngjié de kōngqì きれいな空気。
32 清洁剂 qīngjiéjì クリーナー。
33 很清洁 hěn qīngjié 清潔です。
34 保持清洁 bǎochí qīngjié 清潔を保つ。
35 脏 zāng 汚い。
36 衣服脏了 yīfu zàng le 服が汚れた。
37 衣服很脏 yīfu hěn zàng 服が汚れている。
38 脏衣服 zāng yīfu 汚れた服。
39 把衣服弄脏了 bǎ yīfu nòng zāng le 服を汚した。
40 别把衣服弄脏了 bié bǎ yīfu nòng zāng le 服を汚さないで。
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41 有点脏 yǒudiǎn zàng ちょっと汚い。小汚い。
42 手太脏了 shǒu tài zàng le 手が汚い。
43 肮脏 āngzāng 汚い。醜い。卑怯だ。
44 很肮脏 hěn āngzāng 汚いです。
45 肮脏的衣服 āngzāng de yīfu 汚れた服。
46 肮脏的食堂 āngzāng de shítáng 汚い食堂。
47 屋里肮脏得很 wūli āngzāng dé hěn 部屋の中がとても汚い。
48 污秽 wūhuì 汚い。不潔だ。けがれ。
49 很污秽 hěn wūhuì 汚いです。
50 污秽的衣服 wūhuì de yīfu 汚れた服。
51 龌龊 wòchuò 汚い。不潔だ。下劣だ。
52 很龌龊 hěn wòchuò 汚いです。
53 消毒 xiāodú 消毒する。弊害を取り除く。
54 消毒液 xiāodúyè 消毒液。
55 消毒剂 xiāodújì 消毒剤。
56 酒精消毒 jiǔjīng xiāodú アルコール消毒。
57 伤口消毒 shāngkǒu xiāodú 傷口消毒。
58 已消毒 yǐ xiāodú 消毒済み。
59 未消毒 wèi xiāodú 未消毒。
60 没消毒 méi xiāodú 消毒してない。
61 消毒过的 xiāodúguò de 消毒済みだ。消毒済みの。
62 消过毒的 xiāo guò dú de 消毒済みだ。消毒済みの。
63 已经消过毒了 yǐjīng xiāo guò dú le もう消毒は済んだ。
64 没有消过毒 méiyǒu xiāo guò dú 消毒してない。
65 洒消毒水 sǎ xiāodúshuǐ 消毒液をまく。
66 撒消毒药 sā xiāodúyào 消毒薬を散布する。
67 杀菌 shājūn 殺菌する。
68 杀菌药 shājūnyào 殺菌薬。
69 杀菌剂 shājūnjì 殺菌剤。
70 杀菌力 shājūnlì 殺菌力。
71 杀菌作用 shājūn zuòyòng 殺菌作用。
72 灭菌 mièjūn 殺菌する。
73 除菌 chújūn 除菌する。
74 洗手 xǐshǒu 手を洗う。手洗い。便所に行く。悪事から足を洗う。職業をやめる。

75 洗手液 xǐshǒuyè ハンドソープ。
76 洗手吧 xǐshǒu ba 手を洗いましょう。
77 把手洗一洗 bǎ shǒu xǐ yī xǐ 手を洗う。
78 先把手洗洗 xiān bǎ shǒu xǐ xǐ まず手を洗って。
79 湿纸巾 shī zhǐjīn ウェットティッシュ。
80 漱口 shùkǒu 口をすすぐ。うがいをする。
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81 漱口水 shùkǒushuǐ うがい薬。マウスウォッシュ。
82 漱口药 shùkǒuyào うがい薬。マウスウォッシュ。
83 含漱剂 hánshùjì うがい薬。マウスウォッシュ。
84 含漱液 hánshùyè うがい薬。マウスウォッシュ。
85 勤洗手和漱口 qín xǐshǒu hé shùkǒu 手洗いとうがいをまめにする。
86 口罩 kǒuzhào マスク。
87 口罩儿 kǒuzhàor マスク。
88 戴口罩 dài kǒuzhào マスクをする。
89 手套 shǒutào 手袋。
90 手套儿 shǒutàor 手袋。
91 一次性塑料手套 yīcìxìng sùliào shǒutào 使い捨てビニール手袋。
92 戴手套 dài shǒutào 手袋をはめる。
93 医疗卫生机构 yīliáo wèishēng jīgòu 医療衛生機関。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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