
No 中国語 ピンイン 日本語

1 产儿 chǎn'ér 生まれたばかりの赤ん坊。新生児。産物。結果。
2 新生儿 xīnshēng'ér 生まれたばかりの赤ん坊。新生児。
3 新生婴儿 xīnshēng yīng'ér 生まれたばかりの赤ん坊。新生児。
4 乳儿 rǔ'ér 乳児。赤ん坊。
5 婴儿 yīng'ér 赤ん坊。
6 婴孩 yīnghái 赤ん坊。
7 娃娃 wáwa 赤ん坊。幼児。人形。
8 小娃娃 xiǎowáwa 赤ん坊。幼児。
9 宝宝 bǎobǎo 小さな子供をかわいがって呼ぶことば。
10 小宝宝 xiǎobǎobǎo 小さな子供をかわいがって呼ぶことば。
11 宝⻉ bǎobèi かわいい子供や恋人。珍しくて貴重なもの。無能な人や変な人。

12 宝⻉儿 bǎobèir かわいい子供や恋人。
13 小宝⻉ xiǎobǎobèi 小さな子供をかわいがって呼ぶことば。
14 小宝⻉儿 xiǎobǎobèir 小さな子供をかわいがって呼ぶことば。
15 幼儿 yòu'ér 幼児。６歳くらいまでの子供。
16 幼童 yòutóng 幼児。子供。
17 幼小 yòuxiǎo 幼い。
18 幼稚 yòuzhì 幼い。幼稚だ。
19 年幼 niányòu 幼い。若年の。経験の浅い。
20 孩子 háizi 児童。子供。親から見た子供。
21 小孩子 xiǎoháizi 児童。子供。
22 小孩儿 xiǎoháir 児童。子供。
23 小朋友 xiǎopéngyǒu 子どもへの呼びかけのことば。子供。児童。
24 儿女 érnǚ 子女。息子と娘。男女。
25 儿童 értóng 児童。小学生くらいの子供。
26 少年 shàonián １０代前半くらいの少年少女。
27 少男 shàonán 少年。
28 少女 shàonǚ 少女。
29 少男少女 shàonán shàonǚ 少年少女。
30 小姑娘 xiǎogūniang 少女。
31 ⻘少年 qīngshàonián ⻘少年。
32 ⻘年 qīngnián ⻘年期(１０代半ばから３０代)。⻘年期にある人。若者。

33 ⻘年人 qīngniánrén 若者。⻘年。
34 ⻘年男女 qīngnián nánnǚ ⻘年男女。
35 好⻘年 hǎoqīngnián 好⻘年。
36 年轻 niánqīng 年が若い。
37 年轻人 niánqīngrén 若い人。若者。
38 年轻化 niánqīnghuà 若返る。若者化する。
39 早年 zǎonián 若い時。ずっと以前。
40 小伙子 xiǎohuǒzi 若者。若い衆。
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41 大哥 dàgē 兄貴。お兄さん。
42 阿哥 āgē 兄貴。お兄さん。
43 哥们儿 gēmenr 兄弟たち。兄弟分。
44 哥儿们 gērmen 兄弟たち。兄弟分。
45 帅哥 shuàigē 魅⼒的な⻘年男性。イケメン。
46 小姐 xiǎojie 未婚の女性、働く女性に対する尊称。お姉さん。お嬢様。
47 大姐 dàjiě 女性の知人に対する尊称。一番上の姉。
48 姑娘 gūniang 未婚の女性。娘。女の子供。
49 美女 měinǚ 美しい若い女性。美女。
50 成人 chéngrén 大人になる。成人する。成人。
51 成年 chángnián 成人する。大人になる。成熟する。一年中。
52 成年人 chéngniánrén 大人。
53 未成年 wèi chéngnián 未成年。
54 未成年人 wèichéngniánrén 未成年者。
55 未成年者 wèichéngniánzhě 未成年者。
56 大人 dàren 大人。
57 中年 zhōngnián 中年。３０半ばから５０代の年齢。
58 中年人 zhōngniánrén 中年の人。
59 中年男女 zhōngnián nánnǚ 中年男女。
60 中年男 zhōngnián nán 中年男。
61 中年男子 zhōngnián nánzǐ 中年の男。
62 中年男人 zhōngnián nánrén 中年の男。
63 中年爷们 zhōngnián yémen 中年の男。
64 中年男士 zhōngnián nánshì 中年の男性。
65 中年男性 zhōngnián nánxìng 中年男性。
66 中年女 zhōngnián nǚ 中年女。
67 中年女子 zhōngnián nǚzǐ 中年の女。
68 中年女人 zhōngnián nǚrén 中年の女。
69 中年妇女 zhōngnián fùnǚ 中年の女。
70 中年女士 zhōngnián nǚshì 中年の女性。
71 中年女性 zhōngnián nǚxìng 中年女性。
72 大叔 dàshū おじさん。おっさん。おじ。父親の弟。
73 大妈 dàmā おばさん。おばちゃん。おば。父の兄の妻。
74 大娘 dàniáng おばさん。おばちゃん。おば。父の兄の妻。
75 大婶 dàshěn おばさん。おばちゃん。おば。父の弟の妻。
76 大婶儿 dàshěnr おばさん。おばちゃん。おば。父の弟の妻。
77 阿姨 āyí おばさん。おばちゃん。保育士。お手伝いさん。
78 熟男 shúnán 成熟した男性。
79 成熟的男人 chéngshú de nánrén 成熟した男性。
80 熟女 shúnǚ 熟女。
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81 轻熟男 qīng shúnán ２０代半ばから３０歳くらいの男。
82 轻熟女 qīng shúnǚ ２０代半ばから３０歳くらいの女。
83 成熟的女人 chéngshú de nǚrén 熟女。
84 帅气的熟男 shuàiqì de shú nán ナイスミドルな男性。
85 漂亮的熟女 piàoliang de shúnǚ ナイスミドルな女性。
86 色狼大叔 sèláng dàshū エロおやじ。すけべおやじ。
87 中老年 zhōnglǎonián 中高年。
88 半老 bànlǎo 初老。
89 刚入老年 gāng rù lǎonián 初老。
90 刚进入老年 gāng jìnrù lǎonián 初老。
91 稍老 shāo lǎo 初老。
92 老年 lǎonián 老年。老齢。
93 老年人 lǎoniánrén お年寄り。
94 老人 lǎorén 老人。
95 ⻓寿的老人 chángshòu de lǎorén ⻑寿のお年寄り。
96 超级⻓寿老人 chāojí chángshòu lǎorén 超高齢者。
97 高龄者 gāolíngzhě 高齢者。
98 老 lǎo 年をとっている。老いた。古くさい。古くからの。いつもの。

99 上年纪 shàng niánjì 老いる。
100 年老 niánlǎo 年をとる。
101 衰老 shuāilǎo 老いて衰える。
102 老爷爷 lǎoyéye おじいさん。老いた男性に対する尊称。曾祖父。
103 老大爷 lǎodàyé おじいさん。老いた男性に対する尊称。
104 老伯伯 lǎobóbo おじいさん。老いた男性に対する尊称。
105 老爹 lǎodiē おじいさん。老いた男性に対する尊称。
106 老公公 lǎogōnggong 子どもが老人を呼ぶことば。夫の父。しゅうと。
107 老头儿 lǎotóur おじいさん。おじいちゃん。父親。
108 老先生 lǎoxiānsheng 大先輩。先生。
109 老婆儿 lǎopór おばあさん。
110 老大娘 lǎodàniáng おばあさん。老いた女性に対する尊称。
111 老太婆 lǎotàipó おばあさん。老婦人。ばばあ。
112 老太太 lǎotàitai 老いた女性に対する尊称。他人の⺟親に対する尊称。⾃分の⺟親やしゅうとめ。

113 老奶奶 lǎonǎinai 子どもが老婦人を呼ぶことば。ひいおばあさん。
114 老头子 lǎotóuzi じじい。
115 臭老头 chòu lǎotóu クソジジイ。
116 死老头 sǐ lǎotóu クソジジイ。
117 棺材瓤儿 guāncai rángr 死に損ない。
118 晚年 wǎnnián 晩年。
119 暮年 mùnián 晩年。老年。
120 终年 zhōngnián 享年。一年中。
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121 男女老少 nán nǚ lǎo shào 老若男女。
122 孩子年纪幼小 háizi niánjì yòuxiǎo 子供は幼い。
123 孩子还幼小 háizi hái yòuxiǎo 子どもはまだ幼い。
124 幼小的孩子 yòuxiǎo de háizi 幼い子供。
125 她看起来很年幼 tā kàn qilai hěn niányòu 彼女は幼く見える。
126 你非常幼稚 nǐ fēicháng yòuzhì あなたは非常に幼稚です。
127 你年轻 nǐ niánqīng あなたは若い。
128 你很年轻 nǐ hěn niánqīng あなたは若い。
129 你还年轻 nǐ hái niánqīng あなたはまだ若い。
130 看起来很年轻 kàn qilai hěn niánqīng 若く見える。
131 年轻一代 niánqīng yīdài 若い世代。
132 我不年轻 wǒ bù niánqīng 私は若くない。
133 已经不年轻了 yǐjīng bù niánqīng le もう若くはない。
134 变年轻了 biàn niánqīng le 若返った。
135 我老了 wǒ lǎo le 私は年取った。
136 我上了年纪 wǒ shàng le niánjì 私は年取った。
137 看上去很老 kàn shangqu hěn lǎo 老けて見える。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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