
No 中国語 ピンイン 日本語

1 命 mìng 命。運命。命令する。
2 生命 shēngmìng 生命。生(せい)。
3 宝贵的生命 bǎoguì de shēngmìng 貴い命。
4 一个生命 yī ge shēngmìng ひとつの生命。
5 一条命 yī tiáo mìng ひとつの命。
6 一条生命 yī tiáo shēngmìng ひとつの生命。
7 生命力 shēngmìnglì 生命力。
8 性命 xìngmìng 生命。
9 寿命 shòumìng 寿命。
10 生死 shēngsǐ 生と死。生死。
11 生与死 shēng yǔ sǐ 生きることと死ぬこと。生と死。
12 生或死 shēng huò sǐ 生きるか死ぬか。生き死に。
13 生死存亡 shēng sǐ cún wáng 生きるか死ぬか。情勢が切羽詰まる。
14 活 huó 生きていく。成⻑する。生かす。生きている。まったく。⼿仕事。生産物。

15 死 sǐ 死ぬ。消失する。死んでいる。活動しない。機能を失う。極点に達する。

16 出生 chūshēng 生まれる。出生する。
17 出世 chūshì 生まれる。世に送り出される。世俗を離れる。
18 诞生 dànshēng 誕生する。
19 降生 jiàngshēng 聖人・偉人・帝王などがこの世に生まれる。
20 生活 shēnghuó 生活する。生きる。生活。暮らし。仕事。
21 生存 shēngcún 生存する。生きる。
22 死亡 sǐwáng 死ぬ。死亡する。
23 去世 qùshì 大人が亡くなる。
24 逝世 shìshì 亡くなる。逝去(せいきょ)する。
25 临死 línsǐ 死に臨(のぞ)む。
26 濒死 bīnsǐ 死に瀕(ひん)する。
27 病逝 bìngshì 病死する。
28 牺牲 xīshēng ある目的のために命をささげる。犠牲にする。いけにえ。
29 ⻓逝 chángshì 帰らぬ人となる。
30 死者 sǐzhě 死者。
31 杀 shā 殺す。戦う。勢いなどをそぐ。終える。締め付ける。程度がはなはだしい。

32 杀害 shāhài 殺す。殺害する。
33 杀人 shārén 人を殺す。
34 杀伤 shāshāng 殺傷する。
35 杀灭 shāmiè 殺す。撲滅する。
36 杀敌 shādí 敵と戦う。敵を殺す。
37 杀头 shātóu 首を切る。殺す。
38 杀生 shāshēng 生き物を殺す。殺生(せっしょう)する。
39 杀⼿ shāshǒu 刺客。殺し屋。相⼿をさんざんにやっつける選⼿。
40 凶⼿ xiōngshǒu 凶悪犯。殺人や傷害の犯人。
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41 残害 cánhài 傷つける。殺す。
42 逼死 bīsǐ 死に追いやる。
43 宰 zǎi 家畜などを屠殺(とさつ)する。法外な金額でぼったくる。
44 宰杀 zǎishā 家畜などを殺す。
45 屠宰 túzǎi 家畜などを殺す。
46 自杀 zìshā 自殺する。
47 自尽 zìjìn 自殺する。
48 他杀 tāshā 他殺される。
49 事故死亡 shìgù sǐwáng 事故死。
50 喜事 xǐshì 祝い事。結婚。
51 红白喜事 hóng bái xǐshì 結婚と葬儀。慶弔事。
52 红喜事 hóngxǐshì 結婚。
53 白喜事 báixǐshì 天寿を全うした人の葬式。葬儀。
54 丧事 sāngshì 葬式。葬儀。
55 葬礼 zànglǐ 葬式。
56 吊唁 diàoyàn 弔問(ちょうもん)する。
57 慰唁 wèiyàn 弔問(ちょうもん)する。
58 哀悼 āidào 哀悼(あいとう)する。
59 人寿保险 rénshòu bǎoxiǎn 生命保険。
60 人寿险 rénshòu xiǎn 生命保険。
61 生命保险 shēngmìng bǎoxiǎn 生命保険。
62 人身保险 rénshēn bǎoxiǎn 生命保険。
63 珍惜生命 zhēnxī shēngmìng 命を大切にする。
64 挽救生命 wǎnjiù shēngmìng 命を救う。
65 生命无法替代 shēngmìng wúfǎ tìdài 命には代えられない。
66 无法替代的生命 wúfǎ tìdài de shēngmìng かけがえのない命。
67 人的生命是有限的 rén de shēngmìng shì yǒuxiàn de 人の命は有限だ。
68 救命恩人 jiùmìng ēnrén 命の恩人。
69 已经是寿命了 yǐjīng shì shòumìng le もう寿命だ。
70 活下去! huó xiàqù 生きろ。
71 我要活下去 wǒ yào huó xiàqù 私は生きる。
72 我们一定要活下去 wǒmen yīdìng yào huó xiàqù 私たちは生き続けなければならない。
73 在这里生存下去 zài zhèlǐ shēngcún xiàqù ここで生きていく。
74 他还活着 tā hái huó zhe 彼はまだ生きている。
75 还活着吗? hái huó zhe ma 元気か。まだ生きてるか。
76 没有这个活不下去 méiyǒu zhège huó bu xiàqù これなしでは生きていけない。
77 没有你就活不下去 méiyǒu nǐ jiù huó bu xiàqù あなたなしでは生きていけない。
78 活到一百岁 huó dào yībǎi suì １００歳まで生きる。
79 他死了 tā sǐ le 彼は死んだ。
80 他死了一年了 tā sǐ le yī nián le 彼が死んで一年になる。

生命、生と死   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 死在战场 sǐ zài zhànchǎng 戦場で死ぬ。
82 死于他杀 sǐ yú tāshā 他殺により死ぬ。
83 死于心脏病 sǐ yú xīnzàngbìng 心臓病により死ぬ。
84 死亡率很低 sǐwánglǜ hěn dī 死亡率は低い。
85 父亲去世了 fùqīn qùshì le 父は亡くなった。
86 死也不放 sǐ yě bù fàng 死んでも放さない。
87 死不瞑目 sǐ bù míngmù 死んでも目を閉じることができない。死んでも死にきれない。

88 面临死亡 miànlín sǐwáng 死に直面する。
89 做好死的准备 zuò hǎo sǐ de zhǔnbèi 死の準備を終える。死を覚悟する。
90 去死吧 qù sǐ ba 死ね。
91 真令人悲伤 zhēn lìng rén bēishāng ほんとに人を悲しませる。ご愁傷様です。
92 这次真是令人悲伤 zhè cì zhēnshi lìng rén bēishāng このたびはご愁傷様でした。
93 请节哀 qǐng jié'āi 亡くなった人に対して悲しみを抑えてください。ご愁傷様です。

94 请节哀顺变 qǐng jié'āi shùnbiàn 悲しみを抑え変化に順応する。ご愁傷様です。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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