
No 中国語 ピンイン 日本語

1 学校 xuéxiào 学校。
2 学生 xuésheng 学生。生徒。弟子。
3 学员 xuéyuán 専門学校や訓練所の学生。
4 二年级学生 èr niánjí xuéshēng 二年生。
5 老师 lǎoshī 先生。
6 教师 jiàoshī 教師。職業としての先生。
7 教员 jiàoyuán 教員。小中高校の先生。
8 教授 jiàoshòu 教授。学問や技術を教える。
9 讲师 jiǎngshī 講師。
10 班主任 bānzhǔrèn 担任。
11 班 bān グループ。クラス。行列。
12 班级 bānjí 学年とクラス。
13 同班 tóngbān クラスメート。同級生。班やクラスが同じだ。
14 同学 tóngxué 同級生。同窓生。学生に対する呼称。同じ学校で学ぶ。
15 同窗 tóngchuāng 同窓生。同じ学校で学ぶ。
16 同班同学 tóngbān tóngxué 同じクラスの同級生。
17 高年级同学 gāoniánjí tóngxué 同じ学校の高学年。先輩。
18 低年级同学 dīniánjí tóngxué 同じ学校の低学年。後輩。
19 一年级同学 yī niánjí tóngxué 同じ学校の１年生。
20 男生 nánshēng 男子学生。
21 女生 nǚshēng 女子学生。
22 男校 nánxiào 男子校。
23 女校 nǚxiào 女子高。
24 男女同校 nánnǚ tóngxiào 男女共学。
25 留学 liúxué 留学する。
26 留学生 liúxuéshēng 留学生。
27 免费生 miǎnfèishēng 特待生。
28 后进生 hòujìnshēng 学習進歩の遅い生徒。落ちこぼれ。
29 落后生 luòhòushēng 遅れをとる生徒。落ちこぼれ。
30 劣等生 lièděngshēng 劣等生。
31 差生 chàshēng 劣等生。
32 不良学生 bùliáng xuéshēng 不良学生。
33 恶学生 èxuéshēng 不良学生。
34 高才生 gāocáishēng 優等生。
35 优等生 yōuděngshēng 優等生。
36 尖子 jiānzi 精鋭。秀才。エリート。とがった先端。
37 新生 xīnshēng 新入生。
38 毕业生 bìyèshēng 卒業生。
39 校舍 xiàoshè 校舎。
40 校园 xiàoyuán 校庭。キャンパス。

学校、学生にかかわることば   1/4

1



No 中国語 ピンイン 日本語

41 操场 cǎochǎng 運動場。グラウンド。
42 教室 jiàoshì 教室。
43 课堂 kètáng 教室。
44 教研室 jiàoyánshì 職員室。
45 教员室 jiàoyuánshì 教員室。
46 职员办公室 zhíyuán bàngōngshì 職員事務室。職員室。
47 校⻓ xiàozhǎng 校⻑。学⻑。
48 校⻓室 xiàozhǎngshì 校⻑室。学⻑室。
49 副校⻓ fùxiàozhǎng 教頭。副学⻑。
50 讲台 jiǎngtái 教壇。演壇。
51 黑板 hēibǎn ⿊板。
52 粉笔 fěnbǐ チョーク。
53 板擦 bǎncā ⿊板拭き。
54 板擦儿 bǎncār ⿊板拭き。
55 学科 xuékē 学科。教科。
56 专业 zhuānyè 専攻。専攻の学科。専門業種。専業の。
57 科目 kēmù 科目。
58 课本 kèběn 教科書。
59 课本儿 kèběnr 教科書。
60 教科书 jiàokēshū テキスト。教科書。
61 教材 jiàocái 教材。
62 课堂教学 kètáng jiàoxué 授業。教室での指導。
63 讲课 jiǎngkè 授業をする。講義。
64 上课 shàngkè 授業をする。授業に出る。
65 下课 xiàkè 授業が終わる。退く。
66 授课 shòukè 授業をする。学科を教える。
67 课程 kèchéng 授業のカリキュラム。授業コース。
68 课程表 kèchéngbiǎo 時間割表。
69 考试 kǎoshì テスト。試験。試験する。
70 入学考试 rùxué kǎoshì 入学試験。
71 高考 gāokǎo 全国共通の大学入学試験。
72 旷课 kuàngkè 授業をさぼる。
73 逃学 táoxué 学校をさぼる。
74 作弊 zuòbì いんちきする。カンニングする。
75 预习 yùxí 予習する。
76 复习 fùxí 復習する。
77 温习 wēnxí 復習する。
78 辅导 fǔdǎo 助言指導する。補習する。
79 自习 zìxí 自習する。
80 作业 zuòyè 宿題。作業。演習。作業する。活動する。
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81 做作业 zuò zuòyè 宿題をやる。
82 学费 xuéfèi 学費。
83 奖学金 jiǎngxuéjīn 奨学金。
84 助学金 zhùxuéjīn 奨学金。
85 制服 zhìfú 制服。
86 学生证 xuéshēngzhèng 学生証。
87 校歌 xiàogē 校歌。
88 校徽 xiàohuī 校章。
89 校规 xiàoguī 校則。
90 升学 shēngxué 進学する。
91 升级 shēngjí 進級する。
92 升班 shēngbān 進級する。
93 跳级 tiàojí 飛び級する。
94 留级 liújí 留年する。
95 考上 kǎoshàng 試験に受かる。
96 及格 jígé 試験に合格する。
97 不及格 bùjígé 試験に失敗する。落第する。
98 辍学 chuòxué 中途で学業をやめる。中途退学する。
99 退学 tuìxué 退学する。
100 开除 kāichú 除名処分にする。退学処分にする。
101 托儿所 tuō'érsuǒ 託児所。
102 幼儿园 yòu'eryuán 幼稚園。
103 幼儿园儿童 yòu'éryuán értóng 幼稚園の児童。幼稚園児。
104 小学 xiǎoxué 小学校。
105 小学生 xiǎoxuéshēng 小学生。
106 初级中学 chūjí zhōngxué 初級中学。中学校。
107 初中 chūzhōng 初級中学。中学校。
108 初中生 chūzhōngshēng 初級中学生。中学生。
109 高级中学 gāojí zhōngxué 高級中学。高校。
110 高中 gāozhōng 高級中学。高校。
111 高中生 gāozhōngshēng 高級中学生。高校生。
112 中学 zhōngxué 中学と高校。
113 大学 dàxué 大学。
114 大学生 dàxuéshēng 大学生。
115 专科学校 zhuānkē xuéxiào 専門学校。
116 职业学校 zhíyè xuéxiào 職業学校。専門学校。
117 职业技术学院 zhíyè jìshù xuéyuàn 専門学校。
118 专科学校的学员 zhuānkē xuéxiào de xuéyuán 専門学校の学生。
119 高等学校 gāoděng xuéxiào 大学と専門学校の総称。
120 高校 gāoxiào 大学と専門学校の総称。
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121 研究生院 yánjiūshēngyuàn 大学院。
122 研究生 yánjiūshēng 大学院生。
123 私立 sīlì 私立。
124 公立 gōnglì 公立。
125 学历 xuélì 学歴。
126 义务教育 yìwù jiàoyù 義務教育。
127 学历 xuélì 学歴。
128 成绩 chéngjì 成績。
129 分数 fēnshù 成績や勝負の得点。分数。
130 得分 défēn 得点。点数を取る。
131 学分 xuéfēn 単位。
132 入学 rùxué 入学する。就学する。
133 毕业 bìyè 卒業する。卒業。
134 学期 xuéqī 学期。
135 第一学期 dìyī xuéqī 第一学期。
136 开学 kāixué 学期が始まる。始業。
137 始业 shǐyè 学期が始まる。始業。
138 期末 qīmò 期末。
139 春假 chūnjià 春休み。
140 暑假 shǔjià 夏休み。
141 寒假 hánjià 冬休み。
142 放暑假 fàng shǔjià 夏休みになる。
143 上学 shàngxué 登校する。通学する。小学校にあがる。
144 下学 xiàxué 学校が終わる。下校する。
145 放学 fàngxué 学校が終わる。学校が休暇に入る。
146 放学后 fàngxué hòu 放課後。
147 学生生活 xuésheng shēnghuó 学生生活。
148 学生时代 xuésheng shídài 学生時代。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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