
No 中国語 ピンイン 日本語

1 姓 xìng 姓。名字。ファミリーネーム。〜という姓だ。
2 姓氏 xìngshì 姓。名字。ファミリーネーム。
3 贵姓 guìxìng ご名字。
4 尊姓 zūnxìng ご名字。
5 贱姓 jiànxìng 私の姓。(謙遜語)
6 敝姓 bìxìng 私の姓。(謙遜語)
7 名字 míngzi 名前。(姓に対する)名。フルネーム。ファーストネーム。名称。

8 名 míng 名前。名称。
9 名儿 míngr 名前。名称。
10 名称 míngchēng 名称。
11 大名 dàmíng お名前。大人になってからの名前。名声。評判。
12 小名 xiǎomíng 幼名。
13 小名儿 xiǎomíngr 幼名。
14 乳名 rǔmíng 幼名。
15 台甫 táifǔ お名前。
16 姓名 xìngmíng 姓名。フルネーム。
17 姓和名 xìng hé míng 名字と名前。
18 全名 quánmíng 略してない正式な名前。フルネーム。
19 外号 wàihào あだ名。ニックネーム。
20 外号儿 wàihàor あだ名。ニックネーム。
21 绰号 chuòhào あだ名。ニックネーム。
22 戏称 xìchēng あだ名。ふざけて〜と呼ぶ。
23 浑名 hùnmíng あだ名。ニックネーム。
24 诨号 hùnhào あだ名。ニックネーム。
25 雅号 yǎhào からかって言うあだ名。愛称。
26 爱称 àichēng 愛称。ニックネーム。
27 昵称 nìchēng 愛称。ニックネーム。
28 通称 tōngchēng 通称。通常〜と呼ぶ。
29 称号 chēnghào 称号。呼び名。
30 简称 jiǎnchēng 略称。略して〜と呼ぶ。
31 别名 biémíng 別名。他の名前。
32 别名儿 biémíngr 別名。他の名前。
33 别称 biéchēng 別名。他の名前。
34 英文名 yīngwénmíng イングリッシュネーム。
35 英文名字 yīngwénmíngzi イングリッシュネーム。
36 英语姓名 yīngyǔ xìngmíng イングリッシュネーム。
37 中间名 zhōngjiān míng ミドルネーム。
38 中文名 zhōngwén míng 中国語名。
39 中文名字 zhōngwén míngzi 中国語名。
40 日文名字 rìwén míngzi 日本語名。
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41 艺名 yìmíng 芸名。
42 笔名 bǐmíng ペンネーム。
43 学名 xuémíng 学名。⼾籍に登録されている名前。
44 化名 huàmíng 偽名。変名。偽名を使う。
45 名义 míngyì 名義。名目。表面上。形式上。
46 起名 qǐmíng 名前をつける。
47 起名儿 qǐmíngr 名前をつける。
48 起名字 qǐ míngzi 名前をつける。
49 取名 qǔmíng 名前をつける。
50 取名字 qǔ míngzi 名前をつける。
51 改名 gǎimíng 改名する。
52 继承师命 jìchéng shīmíng 襲名する。
53 你叫什么名字? nǐ jiào shénme míngzi あなたは何と言う名前ですか。
54 你的名字是什么? nǐ de míngzì shì shénme あなたの名前は何ですか。
55 你姓什么? nǐ xìng shénme あなたの名字は何ですか。
56 您贵姓? nín guìxìng お名前は何とおっしゃいますか。
57 贵姓? guìxìng お名前は何とおっしゃいますか。
58 请问您尊姓大名? qǐng wèn nín zūnxìng dàmíng お尋ねします、あなた様のご尊名をお教え願います。
59 请教尊姓台甫? qǐng jiào zūnxìng táifǔ ご尊名をお教え願います。
60 你有绰号吗? nǐ yǒu chuòhào ma あなたはニックネームがありますか。
61 那个人的名字叫什么来着? nàge rén de míngzì jiào shénme láizhe あの人の名前は何でしたっけ。
62 怎么写? zĕnme xiĕ どう書きますか。
63 怎么念? zěnme niàn どう読みますか。
64 请写上地址和姓名 qǐng xiě shàng dìzhǐ hé xìngmíng 住所と氏名を記入してください。
65 填上姓名和住址 tián shàng xìngmíng hé zhùzhǐ 氏名と住所を書き込む。
66 请填上您的全名 qǐng tián shàng nín de quánmíng あなた様のフルネームを書き込んでください。
67 我姓陈, 名字叫赵骏 wǒ xìng Chén, míngzi jiào Zhàojùn 私の姓は陳(ちん)、名前は趙駿(ちょうしゅん)と言います。
68 姓陈, 名赵骏 xìng Chén, míng Zhàojùn 名字は陳(ちん)、名前は趙駿(ちょうしゅん)。
69 本人姓陈 běnrén xìng Chén 私は陳(ちん)と申します。
70 我姓王, 就叫我小王吧 wǒ xìng Wáng, jiù jiào wǒ xiǎo Wáng ba 私は王です、王くん(王ちゃん)と呼んでください。
71 大家叫我小王 dàjiā jiào wǒ xiǎo Wáng みんなは私を王くん(王ちゃん)と呼びます。
72 我叫你什么好呢? wǒ jiào nǐ shénme hǎo ne 私はあなたのことを何と呼んだらいいですか。
73 以后你可以叫我小王 yǐhòu nǐ kěyǐ jiào wǒ xiǎo Wáng 以後、あなたは私を王くん(王ちゃん)と言っていいです。
74 免贵, 我姓王 miǎnguì, wǒ xìng Wáng 名乗るほどの者ではありませんが王と申します。
75 给他起个名儿 gěi tā qǐ gè míngr 彼に名前をつける。
76 安绰号 ān chuòhào ニックネームをつける。
77 同名同姓 tóngmíng tóngxìng 同姓同名。
78 向日葵又称太阳花 xiàngrìkuí yòuchēng tàiyánghuā ヒマワリは別名は太陽花と言う。
79 向日葵别名叫朝阳花 xiàngrìkuí biémíng jiào cháoyánghuā ヒマワリは別名で日向き花と言う。
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