
No 中国語 ピンイン 日本語

1 眼睛 yǎnjing 目。
2 眼镜 yǎnjìng 眼鏡。
3 眼镜儿 yǎnjìngr 眼鏡。
4 老光眼镜 lǎoguāng yǎnjìng 老眼鏡。
5 老花眼镜 lǎohuā yǎnjìng 老眼鏡。
6 花镜 huājìng 老眼鏡。
7 隐形眼镜 yǐnxíng yǎnjìng コンタクトレンズ。
8 助听器 zhùtīngqì 補聴器。
9 眼珠 yǎnzhū 目の玉。
10 黑眼珠 hēiyǎnzhū ⿊目。
11 黑眼珠儿 hēiyǎnzhūr ⿊目。
12 白眼珠 báiyǎnzhū 白目。
13 白眼珠儿 báiyǎnzhūr 白目。
14 蓝眼珠 lányǎnzhū ⻘い目
15 蓝眼珠儿 lányǎnzhūr ⻘い目
16 瞳孔 tóngkǒng ひとみ。瞳孔(どうこう)。
17 瞳仁 tóngrén ひとみ。
18 瞳仁儿 tóngrénr ひとみ。
19 瞳人 tóngrén ひとみ。
20 瞳人儿 tóngrénr ひとみ。
21 视力 shìlì 視力。
22 眼力 yǎnlì 視力。眼力。見識。判断力。
23 裸眼视力 luǒyǎn shìlì 裸眼視力。
24 耳朵 ěrduo 耳。
25 听力 tīnglì 聴力。外国語の聞き取り能力。
26 眼镜店 yǎnjìngdiàn 眼鏡屋。
27 眼科 yǎnkē 眼科。
28 耳鼻喉科 ěrbíhóukē 耳鼻咽喉科(じびいんこうか)。
29 戴眼镜 dài yǎnjìng 眼鏡をかける。
30 戴上眼镜 dài shàng yǎnjìng 眼鏡をかける。
31 摘眼镜 zhāi yǎnjìng 眼鏡をはずす。
32 摘下眼镜 zhāi xià yǎnjìng 眼鏡をはずす。
33 戴隐形眼镜 dài yǐnxíng yǎnjìng コンタクトレンズをつける。
34 戴助听器 dài zhùtīngqì 補聴器をつける。
35 度数 dùshu 度数。目盛り。メーター。
36 眼镜度数高 yǎnjìng dùshu gāo 眼鏡の度がきつい。
37 隐形眼镜护理液 yǐnxíng yǎnjìng hùlǐ yè コンタクトレンズ洗浄液。
38 隐形眼镜清洗液 yǐnxíng yǎnjìng qīngxǐ yè コンタクトレンズ洗浄液。
39 硬式眼镜 yìngshì yǎnjìng ハードコンタクト。
40 软式眼镜 ruǎnshì yǎnjìng ソフトコンタクト。
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41 视力好 shìlì hǎo 目がいい。
42 眼力好 yǎnlì hǎo 目がいい。
43 视力不好 shìlì bù hǎo 目がよくない。
44 听力不好 tīnglì bù hǎo 耳がよくない。ヒアリングがよくない。
45 视力减退 shìlì jiǎntuì 視力が衰える。
46 视力 0.3 shìlì líng diǎn sān 視力 ０.３。
47 右眼 yǒuyǎn 右目。
48 左眼 zuǒyǎn 左目。
49 一只眼 yī zhī yǎn 片目。
50 一只眼睛 yī zhī yǎnjing 片目。
51 两眼 liǎng yǎn 両目。
52 两只眼 liǎng zhī yǎn 両目。
53 两只眼睛 liǎng zhī yǎnjing 両目。
54 两个眼睛 liǎng ge yǎnjīng 二つの目。
55 双眼 shuāng yǎn 両目。
56 双目 shuāng mù 両目。
57 右耳 yòu ěr 右耳。
58 左耳 zuǒ ěr 左耳。
59 一只耳 yī zhǐ ěr 片耳。
60 一只耳朵 yī zhǐ ěrduǒ 片耳。
61 两耳 liǎng ěr 両耳。
62 双耳 shuāng ěr 両耳。
63 两只耳朵 liǎng zhī ěrduǒ 両耳。
64 两个耳朵 liǎng ge ěrduǒ 二つの耳。
65 近视 jìnshì 近視。見識がせまい。
66 近视眼 jìnshì yǎn 近眼。
67 近视镜 jìnshì jìng 近視用めがね。
68 远视 yuǎnshì 遠視。
69 散光 sǎnguāng 乱視。
70 弱视 ruòshì 弱視。
71 色盲 sèmáng 色盲。
72 失明 shīmíng 失明する。
73 瞎 xiā 目が見えない。むやみに。銃弾などが不発である。
74 耳背 ěrbèi 耳が遠い。難聴。
75 重听 zhòngtīng 耳が遠い。難聴。
76 失聪 shīcōng 耳が聞こえない。
77 视力障碍 shìlì zhàng'ài 視覚障害。
78 听觉障碍 tīngjué zhàng'ài 聴覚障害。
79 镜片 jìngpiàn レンズ。
80 眼镜片 yǎnjìng piàn 眼鏡のレンズ。
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81 眼镜片儿 yǎnjìng piànr 眼鏡のレンズ。
82 镜架 jìngjià 眼鏡や鏡の枠。フレーム。
83 眼镜框 yǎnjìng kuàng 眼鏡のフレーム。
84 眼镜框儿 yǎnjìng kuàngr 眼鏡のフレーム。
85 眼镜框子 yǎnjìng kuàngzi 眼鏡のフレーム。
86 眼镜布 yǎnjìng bù 眼鏡拭き。
87 眼镜擦布 yǎnjìng cābù 眼鏡拭き。
88 眼镜擦镜纸 yǎnjìng cājìngzhǐ 眼鏡ふき取り紙。
89 眼镜盒 yǎnjìng hé 眼鏡入れ。メガネケース。
90 眼镜盒子 yǎnjìng hézi 眼鏡入れ。メガネケース。
91 黑眼镜 hēi yǎnjìng サングラス。
92 墨镜 mòjìng サングラス。
93 太阳眼镜 tàiyáng yǎnjìng サングラス。
94 茶镜 chájìng レンズが茶色いサングラス。
95 眼镜男生 yǎnjìng nánshēng 眼鏡をかけた男子学生。メガネ男子。
96 眼镜女生 yǎnjìng nǚshēng 眼鏡をかけた女子学生。メガネ女子。
97 眼镜女孩 yǎnjìng nǚhái メガネ少女。
98 眼镜妹 yǎnjìng mèi メガネ娘。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

目、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器   3/3

3


