
No 中国語 ピンイン 日本語

1 电视 diànshì テレビ。テレビ放送。
2 电视机 diànshìjī テレビ。
3 电视广播 diànshì guǎngbō テレビ放送。
4 电视节目 diànshì jiémù テレビ番組。
5 电视节目表 diànshì jiémù biǎo テレビ番組表。
6 电视台 diànshìtái テレビ局。
7 频道 píndào テレビや無線のチャンネル。
8 电视波道 diànshì bō dào テレビチャンネル。
9 电视剧 diànshìjù テレビドラマ。
10 电视连续剧 diànshì liánxùjù 連続テレビドラマ。
11 电视动画 diànshì dònghuà テレビアニメ。
12 综艺节目 zōngyì jiémù バラエティー番組。
13 电视新闻 diànshì xīnwén テレビニュース。
14 电视购物 diànshì gòuwù テレビショッピング。
15 电视实况转播 diànshì shíkuàng zhuǎnbō テレビ実況中継。テレビ生中継。
16 现场直播 xiànchǎng zhíbò 実況放送。
17 重播 chóngbō 再放送する。もう一度同じところに種をまく。
18 商业广播 shāngyè guǎngbò コマーシャル放送。ＣＭ。
19 电视广告 diànshì guǎnggào テレビコマーシャル。
20 采访 cǎifǎng 取材する。
21 采访新闻 cǎifǎng xīnwén ニュースを取材する。
22 接受采访 jiēshòu cǎifǎng 取材を受ける。
23 电视采访 diànshì cǎifǎng テレビインタビュー。
24 电视会⻅ diànshì huìjiàn テレビ会見。
25 看电视 kàn diànshì テレビを見る。
26 开电视 kāi diànshì テレビをつける。
27 打开电视 dǎkāi diànshì テレビをつける。
28 关电视 guān diànshì テレビを消す。
29 关上电视 guānshàng diànshì テレビを消す。
30 放电视 fàng diànshì テレビを放送する。
31 上电视 shàng diànshì テレビに出演する。テレビに出る。
32 她上电视了 tā shàng diànshì le 彼女はテレビに出た。
33 电视出演 diànshì chūyǎn テレビ出演。
34 演员 yǎnyuán 出演者。
35 表演者 biǎoyǎn zhě 出演者。
36 电视艺人 diànshì yìrén テレビタレント。
37 视听者 shìtīngzhě 視聴者。
38 电视观众 diànshì guānzhòng テレビ視聴者。
39 电视工作者 diànshì gōngzuòzhě テレビ放送関係者。
40 工作人员 gōngzuò rényuán スタッフ。
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41 选择频道 xuǎnzé píndào チャンネルを選ぶ。
42 换频道 huàn píndào チャンネルを替える。
43 转换频道 zhuǎnhuàn píndào チャンネルを切り替える。
44 转换到别的频道 zhuǎnhuàn dào bié de píndào 別のチャンネルに切り替える。
45 三频道 sān píndào 第３チャンネル。
46 三个频道 sān ge píndào 三つのチャンネル。
47 电视播放室 diànshì bōfàng shì テレビスタジオ。
48 电视演播室 diànshì yǎnbō shì テレビスタジオ。
49 画面 huàmiàn 画面。映画やテレビのシーン。
50 平板电视 píngbǎn diànshì 薄型テレビ。
51 屏幕 píngmù 映像スクリーン。上にかぶせる大きな布。
52 显示器 xiǎnshìqì モニター。ディスプレイ。
53 扬声器 yánshēngqì 拡声器。スピーカー。
54 扩音器 kuòyīnqì スピーカーやアンプなど音を拡大する装置。
55 电视接收机 diànshì jiēshōu jī テレビ受信機。
56 有线电视 yǒuxiàn diànshì ケーブルテレビ。
57 天线 tiānxiàn アンテナ。
58 遥控器 yáokòngqì リモコン。
59 遥控开关 yáokòng kāiguān リモコンスイッチ。
60 电视柜 diànshìguì テレビキャビネット。
61 电视机接线 diànshìjī jiēxiàn テレビ配線。
62 音频线 yīnpínxiàn オーディオケーブル。
63 电缆 diànlǎn 電気ケーブル。
64 插座 chāzuò ソケット。コンセント。
65 插口 chākǒu 差し込み口。コンセント。口をはさむ。
66 插头 chātóu プラグ。
67 插销 chāxiāo プラグ。掛けがね。
68 电视上 diànshì shàng テレビで〜。
69 在电视上看过 zài diànshì shàng kànguò テレビで見ました。
70 在电视上看比赛 zài diànshì shàng kàn bǐsài テレビで試合を観る。
71 我在电视上看了一部电影 wǒ zài diànshì shàng kàn le yī bù diànyǐng わたしはテレビで一つの映画を見ました。
72 映在电视上 yìng zài diànshì shàng テレビに映っている〜。
73 映在电视上的她的脸 yìng zài diànshì shàng de tā de liǎn テレビに映っている彼女の顔。
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