
No 中国語 ピンイン 日本語

1 火 huǒ 燃える火。火災。火事。炎症。怒り。盛んである。
2 火儿 huǒr 燃える火。怒り。
3 火苗 huǒmiáo 炎。火炎。
4 火苗儿 huǒmiáor 炎。火炎。
5 火苗子 huǒmiáozi 炎。火炎。
6 火焰 huǒyàn 炎。火炎。
7 火舌 huǒshé 高く上がっている炎。火の手。
8 烟火 yānhuǒ 火と煙。火の気。戦火。
9 烛光 zhúguāng キャンドルライト。光の単位。
10 火星 huǒxīng 火花。火星。
11 火星儿 huǒxīngr 火花。
12 星火 xīnghuǒ 火の粉。流星の光。急迫していること。
13 火花 huǒhuā 炎。火花。マッチ箱の絵柄。
14 火灾 huǒzāi 火災。
15 火警 huǒjǐng 失火。火災。火災警報。
16 山火 shānhuǒ 山火事。
17 火堆 huǒduī たき火。
18 篝火 gōuhuǒ かがり火。たき火。
19 柴火 cháihuo まき。たきぎ。
20 燃烧 ránshāo 燃える。燃やす。燃焼。
21 燃 rán 燃える。火をつける。
22 焚 fén 焼く。
23 烧 shāo 燃やす。熱を加えて変化させる。発熱する。体温の熱。
24 自燃 zìrán 自然燃焼する。
25 焚毁 fénhuǐ 焼き払う。
26 烧毁 shāohuǐ 焼失する。
27 烧化 shāohuà 遺体や供え物を焼く。
28 焚化 fénhuà 遺体や供え物を焼く。
29 生火 shēnghuǒ 火をおこす。
30 烧火 shāohuǒ 火をおこす。
31 点火 diǎnhuǒ 火をつける。人をそそのかしてもめごとを引き起こす。
32 燃放 ránfàng 爆竹や花火に点火する。
33 着火 zháohuǒ 火がつく。火事になる。
34 起火 qǐhuǒ 食事をつくる。火事になる。かんしゃくを起こす。
35 灭火 mièhuǒ 火を消す。運転をやめる。
36 救火 jiùhuǒ 消火する。
37 熄火 xīhuǒ 火が消える。火を消す。
38 火灭 huǒ miè 火が消える。
39 熄灭 xīmiè 火や明かりを消す。消える。
40 火熄灭 huǒ xīmiè 火が消える。
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41 烤火 kǎohuǒ 火にあたる。
42 耐火 nàihuǒ 耐火の。火に強い。
43 加大火 jiādà huǒ 火を強くする。
44 把火弄小 bǎ huǒ nòng xiǎo 火を弱める。
45 大火 dàhuǒ 強火。大火。
46 中火 zhōnghuǒ 中火。
47 小火 xiǎohuǒ 弱火。小火。
48 可燃物 kěránwù 燃える物。
49 不可然物 bùkěránwù 燃えない物。
50 烤 kǎo あぶる。
51 焙 bèi とろ火であぶる。炒る。
52 炒 chǎo 炒める。煎る。転売してもうける。煽る。
53 烧热 shāorè 焼ける。お湯が沸く。
54 灰 huī 灰。ほこり。しっくい。灰色の。がっかりする。
55 炉灰 lùhuī ストーブの灰。石炭の燃えがら。
56 烟灰 yānhuī タバコの灰。
57 草灰 cǎohuī 草を焼いた灰。
58 草木灰 cǎomùhuī 草を焼いた灰。
59 灰烬 huījìn 灰と燃えさし。
60 烟 yān 煙。すす。煙に似たもの。煙が目にしみる。タバコ。
61 烟儿 yānr 煙。すす。
62 烟雾 yānwù 煙。霧。雲。ガス。
63 冒烟 màoyān 煙が立ち上る。
64 火焰喷射器 huǒyàn pēnshèqì 火炎放射器。
65 火焰瓶 huǒyànpíng 火炎びん。
66 灭火器 mièhuǒqì 消火器。
67 灭火机 mièhuǒjī 消火器。
68 消防队 xiāofángduì 消防隊。
69 救火⻋ jiùhuǒchē 消防車。
70 喷水⻋ pēnshuǐchē 放水車。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

火 と 炎   2/2

2


