
No 中国語 ピンイン 日本語

1 打扮 dǎban 装い。いでたち。装う。おしゃれをする。
2 装束 zhuāngshù 身なり。服装。旅支度をする。
3 装扮 zhuāngbàn 扮する。見せかける。
4 服装 fúzhuāng 衣服、靴、帽子など身につけるものの総称。服装。衣装。
5 着装 zhuózhuāng 服装。身なり。衣服や帽子を身に着ける。
6 穿着 chuānzhuó 服装。
7 衣着 yīzhuó 身なり。身に着けているもの。
8 服饰 fúshì 衣服とアクセサリー。
9 衣服 yīfu 衣服。
10 衣裳 yīshang 衣服。
11 衣冠 yīguān 衣服と帽子。服装。礼服。
12 穿 chuān 衣服を着る。靴などをはく。⽳をあける。〜しぬく。通り抜ける。

13 穿衣服 chuān yīfu 服を着る。
14 穿着衣服 chuān zhe yīfu 服を着ている。
15 身穿 shēn chuān 着こむ。身に着ける。
16 身穿白大褂 shēn chuān báidàguà 白衣(医療従事者が着る白くて⻑い上っ張り)を身に着ける。
17 脱 tuō 衣服や靴などを脱ぐ。髪の毛などが抜ける。文字などが脱落する。

18 脱衣服 tuō yīfu 服を脱ぐ。
19 换 huàn 今までのものを換える。交換する。両替する。
20 换衣服 huàn yīfu 服を換える。着替える。
21 换装 huànzhuāng 服装を改める。
22 多穿 duō chuān 多く着る。厚着する。
23 穿得厚 chuān de hòu 厚く着こなす。厚着する。
24 穿得很厚 chuān de hěn hòu 厚く着こなす。厚着する。
25 穿得多 chuān de duō 多く着こなす。厚着する。
26 穿得太多 chuān de tài duō 多く着すぎる。厚着しすぎ。
27 外面冷, 多穿点衣服 wàimiàn lěng, duō chuān diǎn yīfu 外は寒いから少し多めに着て。
28 穿得少 chuān de shǎo 少なく着こなす。薄着する。
29 穿得太少 chuān de tài shǎo 着用が少なすぎる。薄着すぎる。
30 穿得单薄 chuān de dānbó 少なく着こなす。薄着する。
31 穿得暴露 chuān de bàolù 露出ぎみに着こなす。
32 再穿一件衣服 zài chuān yī jiàn yīfu 服を一枚多く着る。
33 再加一件衣服 zài jiā yī jiàn yīfu 服を一枚加える。
34 再加上件衣服 zài jiā shàng jiàn yīfu 服をさらに重ね着する。
35 脱一件衣服 tuō yī jiàn yīfu 服を一枚脱ぐ。
36 脱掉一件衣服 tuō diào yī jiàn yīfu 服を一枚脱ぐ。
37 脱掉所有衣服 tuō diào suǒyǒu yīfu すべての服を脱ぐ。
38 脱掉全部衣服 tuō diào quánbù yīfu すべての服を脱ぐ。
39 冬装 dōngzhuāng 冬の防寒服。
40 寒衣 hányī 冬着。防寒着。
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41 夏装 xiàzhuāng 夏服。
42 夏衣 xiàyī 夏服。
43 夏服 xiàfú 夏服。
44 春装 chūnzhuāng 春の服装。
45 秋装 qiūzhuāng 秋の服装。
46 轻装 qīngzhuāng 軽装。軽装備。気軽な気分。
47 制服 zhìfú 制服。ユニフォーム。抑圧する。
48 便装 biànzhuāng 普段着。平服。私服。
49 便服 biànfú 普段着。平服。私服。中国式の服装。
50 正装 zhèngzhuāng よそ行きの服装。
51 礼服 lǐfú 礼服。式服。
52 新娘礼服 xīnniáng lǐfú 花嫁衣裳。
53 新娘的婚礼服 xīnniáng de hūnlǐfú 花嫁衣裳。
54 婚纱 hūnshā ウエディングドレス。
55 校服 xiàofú 学校の制服。学生服。
56 军服 jūnfú 軍服。
57 军装 jūnzhuāng 軍服。
58 工装 gōngzhuāng 作業服。
59 工作服 gōngzuòfú 作業服。仕事着。
60 运动服 yùndòngfú スポーツウェア。スポーツのユニフォーム。
61 足球球衣 zúqiú qiúyī サッカーのユニフォーム。
62 足球制服 zúqiú zhìfú サッカーのユニフォーム。
63 足球运动制服 zúqiú yùndòng zhìfú サッカーのユニフォーム。
64 泳衣 yǒngyī 水着。
65 泳装 yǒngzhuāng (多く女性用の)水着。
66 游泳衣 yóuyǒngyī 水着。
67 睡衣 shuìyī 寝間着。寝巻。
68 穿着内衣的样子 chuān zhe nèiyī de yàngzi 下着姿。
69 ⺠族服装 mínzú fúzhuāng ⺠族衣装。
70 爱打扮 ài dǎban おしゃれを好む。
71 打扮得整齐 dǎban de zhěngqí 身なりを整える。
72 梳妆打扮 shūzhuāng dǎban 化粧して服装を整える。
73 春装打扮 chūnzhuāng dǎban 春の装い。
74 春天的打扮 chūntiān de dǎban 春の装い。
75 打扮得很漂亮 dǎban de hěn piàoliang きれいに着飾っている。
76 打扮很朴素 dǎban hěn púsù 地味な身なり。
77 她的穿着打扮很大方 tā de chuānzhuó dǎban hěn dàfang 彼女の着こなしはセンスがよい。
78 他打扮得真率 tā dǎban de zhēn shuài 彼の装いはほんとにかっこいい。
79 自然的打扮 zìrán de dǎban 自然な装い。
80 好打扮的女人 hǎo dǎban de nǚrén おしゃれな女性。
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81 制服装束 zhìfú zhuāngshù 制服姿。
82 黑色装束 hēisè zhuāngshù ⿊装束。
83 整洁的装束 zhěngjié de zhuāngshù すっきりとした身なり。
84 讲究服装 jiǎngjiù fúzhuāng 服装に凝る。
85 服装整齐 fúzhuāng zhěngqí 服装がきちんとしている。
86 服装很合适 fúzhuāng hěn héshì 服装が決まっている。
87 随便的服装 suíbiàn de fúzhuāng ラフな服装。
88 正式的服装 zhèngshì de fúzhuāng フォーマルな装い。
89 夏季服装 xiàjì fúzhuāng 夏の装い。
90 着装自由 zhuózhuāng zìyóu 自由な服装でかまわない。
91 穿着入时 chuānzhuó rù shí 身なりが時流に合っている。
92 整理衣着 zhěnglǐ yīzhuó 服装を整える。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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