
No 中国語 ピンイン 日本語

1 家人 jiārén 家族。
2 家里人 jiālǐrén 家の人。家族。
3 家族 jiāzú 家族。
4 家属 jiāshǔ 世帯主や労働者本人を除いた家族。
5 全家 quánjiā 家族全員。家じゅう。
6 亲人 qīnrén 直系親族や配偶者。親しい人。
7 家庭 jiātíng 家庭。
8 家庭成员 jiātíng chéngyuán 家庭の構成員。家族。
9 家庭结构 jiātíng jiégòu 家族構成。
10 祖⽗⺟ zǔfùmǔ 祖⽗⺟。
11 祖⽗ zǔfù ⽗方の祖⽗。
12 外祖⽗ wàizǔfù ⺟方の祖⽗。
13 爷爷 yéye ⽗方の祖⽗。老齢男性に対する呼称。おじいさん。
14 公公 gōnggong 老齢男性に対する呼称。おじいさん。夫の⽗。
15 老爷 lǎoye ⺟方の祖⽗。だんなさま。旧式だ。
16 外公 wàigōng ⺟方の祖⽗。
17 祖⺟ zǔmǔ ⽗方の祖⺟。
18 外祖⺟ wàizǔmǔ ⺟方の祖⺟。
19 奶奶 nǎinai ⽗方の祖⺟。老齢⼥性に対する呼称。おばあさん。
20 外婆 wàipó ⺟方の祖⺟。
21 姥姥 lǎolao ⺟方の祖⺟。
22 ⽗⺟ fùmǔ 両親。⽗と⺟。
23 双亲 shuāngqīn 両親。⽗と⺟。
24 爹妈 diēmā 両親。⽗と⺟。
25 爹娘 diēniáng 両親。⽗と⺟。
26 ⽗兄 fùxiōng ⽗と兄。保護者。
27 ⽗亲 fùqīn ⽗。⽗親。
28 家⻓ jiāzhǎng 一家の主人。保護者。
29 爸爸 bàba お⽗さん。
30 爸 bà お⽗さん。
31 爹 diē ⽗ちゃん。お⽗さん。
32 ⺟亲 mǔqīn ⺟。⺟親。
33 妈妈 māma お⺟さん。
34 妈 mā お⺟さん。
35 娘 niáng ⺟ちゃん。お⺟さん。
36 养⽗ yǎngfù 育ての⽗。養⽗(ようふ)。
37 养⺟ yǎngmǔ 育ての⺟。養⺟(ようぼ)。
38 我 wǒ 私。
39 自我 zìwǒ 自分。自我。
40 自己 zìjǐ 自分。親しい。身内の。
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41 自身 zìshēn 自分。
42 自个儿 zìgěr 自分。
43 兄弟姐妹 xiōngdì jiěmèi 兄弟姉妹(きょうだいしまい)。
44 兄弟 xiōngdì 兄弟。
45 兄弟 xiōngdi 弟。男子に対する呼称。男性が自分のことを謙遜していう言葉。

46 弟兄 dìxiong 兄弟。親密な人への呼びかけ。
47 哥儿 gēr 兄弟。金持ちの坊ちゃん。
48 姐妹 jiěmèi 姉妹。
49 姊妹 zǐmèi 姉妹。
50 姐儿 jiěr 姉妹。姉。若い⼥性。
51 兄妹 xiōngmèi 兄と妹。
52 姐弟 jiědì 姉と弟。
53 同⽗异⺟的兄弟 tóng fù yì mǔ de xiōngdì 異⺟兄弟。
54 同⽗异⺟的姐妹 tóng fù yì mǔ de jiěmèi 異⺟姉妹。
55 同⺟异⽗的兄弟 tóng mǔ yì fù de xiōngdì 異⽗兄弟。
56 同⺟异⽗的姐妹 tóng mǔ yì fù de jiěmèi 異⺟姉妹。
57 哥哥 gēge 兄。親戚の同世代で年上の男子。
58 哥 gē 兄。
59 大哥 dàgē 一番上の兄。同年代の親しい男性。兄貴。
60 ⻓兄 zhǎngxiōng ⻑兄(ちょうけい)。
61 二哥 èrgē 二番目の兄。
62 兄 xiōng 兄。親戚の同世代で年上の男子。
63 家兄 jiāxiōng 他人に対して謙遜して言う兄。
64 姐姐 jiějie 姉。親戚の同世代で年上の⼥性。
65 姐 jiě 姉。同世代で年上の⼥性。
66 大姐 dàjiě 一番上の姉。⼥性の知人に対する尊称。姉貴。
67 二姐 èrjiě 二番目の姉。
68 家姐 jiājiě 他人に対して謙遜して言う姉。
69 弟弟 dìdi 弟。
70 大弟 dàdì すぐ下の弟。
71 二弟 èrdì 上から二番目の弟。
72 妹妹 mèimei 妹。親戚の同世代で年下の⼥性。
73 妹子 mèizi 妹。⼥の子。
74 大妹 dàmèi すぐ下の妹。
75 二妹 èrmèi 上から二番目の妹。
76 爱人 àiren 夫または妻。恋人。
77 丈夫 zhàngfu 夫。主人。
78 丈夫 zhàngfū 成年の男子。
79 男人 nánren 夫。主人。
80 男人 nánrén 成人男性。
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81 老公 lǎogōng ダンナさん。夫。
82 妻子 qīzi 妻。
83 妻子 qīzǐ 妻と子供。妻子。
84 老婆 lǎopo カミさん。妻。
85 太太 tàitai 奥さん。カミさん。既婚⼥性に対する敬称としての〜さん。

86 孩子 háizi 親から⾒た子供。児童。子供。⻘少年。
87 儿⼥ érnǚ 息子と娘。男⼥。
88 老大 lǎodà ⻑男。⻑⼥。年をとっている。先進的リーダー。とても。
89 老二 lǎoèr 二番目の子。
90 老⺓ lǎoyāo 末っ子。
91 最小的孩子 zuì xiǎo de háizi 末っ子。
92 儿子 érzi 息子。
93 小儿 xiǎo'ér 自分の息子を謙遜して言う言葉。せがれ。子供。
94 大儿子 dàérzi ⻑男。
95 二儿子 èrérzi 次男。
96 ⼥儿 nǚér 娘。⼥の子。
97 大⼥儿 dànǚ'ér ⻑⼥。
98 二⼥儿 èrnǚ'ér 次⼥。
99 独生子⼥ dúshēngzǐnǚ 一人っ子。
100 独子 dúzǐ 一人息子。
101 独生子 dúshēngzǐ 一人息子。
102 独生⼥ dúshēngnǚ 一人娘。
103 小皇帝 xiǎohuángdì 小さい皇帝。一人っ子。
104 孙子 sūnzi 孫。息子の息子。
105 孙⼥ sūnnǚ 孫娘。息子の娘。
106 孙⼥儿 sūnnǚr 孫娘。息子の娘。
107 外孙 wàisūn 孫。娘の息子。
108 外孙子 wàisūnzi 孫。娘の息子。
109 外孙⼥ wàisūnnǚ 孫娘。娘の娘。
110 外孙⼥儿 wàisūnnǚr 孫娘。娘の娘。
111 双生 shuāngshēng 双子。双生児。
112 双生子 shuāngshēngzǐ 双子。双生児。
113 孪生子 luánshēngzǐ 双子。双生児。
114 双胞胎 shuāngbāotāi 双子。双生児。
115 三胞胎 sānbāotāi 三つ子。
116 宠物 chǒngwù ペット。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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