
No 中国語 ピンイン 日本語

1 活动 huódòng 行事。活動。動かす。行動する。
2 庆祝活动 qìngzhù huódòng 祝賀行事。
3 仪式 yíshì 儀式。式。行事。
4 典礼 diǎnlǐ 儀式。祭典。
5 盛会 shènghuì 盛大な会。大会。祭典。
6 体育盛会 tǐyù shènghuì スポーツ大会。スポーツイベント。
7 国际盛会 guójì shènghuì 国際的な行事。
8 集会 jíhuì 集会。イベント。
9 展览会 zhǎnlǎnhuì 展示会。
10 受奖者宣布 shòujiǎngzhě xuānbù 受賞者発表。
11 获奖作品公布 huòjiǎng zuòpǐn gōngbù 受賞作品発表。
12 奥林匹克运动会 àolínpǐkè yùndònghuì オリンピック。
13 奥运会 àoyùnhuì オリンピック。
14 夏季奥运会 xiàjì àoyùnhuì 夏季オリンピック。
15 冬季奥运会 dōngjì àoyùnhuì 冬季オリンピック。
16 残疾人奥林匹克运动会 cánjírén àolínpǐkè yùndònghuì パラリンピック。
17 残疾人奥运会 cánjírén àoyùnhuì パラリンピック。
18 残奥会 cán'àohuì パラリンピック。
19 国际奥委会 guójì àowěihuì 国際オリンピック委員会。
20 奥运村 àoyùncūn オリンピック村。
21 斯阔谷奥运会 Sīkuògǔ àoyùnhuì スコーバレーオリンピック。(１９６０)
22 罗⻢奥运会 Luómǎ àoyùnhuì ローマオリンピック。(１９６０)
23 因斯布鲁克奥运会 Yīnsībùlǔkè àoyùnhuì インスブルックオリンピック。(１９６４)
24 东京奥运会 Dōngjīng àoyùnhuì 東京オリンピック。(１９６４)
25 格勒诺布尔奥运会 Gélènuòbù'ěr àoyùnhuì グルノーブルオリンピック。(１９６８)
26 墨⻄哥城奥运会 Mòxīgēchéng àoyùnhuì メキシコシティーオリンピック。(１９６８)
27 札幌奥运会 Zháhuǎng àoyùnhuì 札幌オリンピック。(１９７２)
28 慕尼黑奥运会 Mùníhēi àoyùnhuì ミュンヘンオリンピック。(１９７２)
29 因斯布鲁克奥运会 Yīnsībùlǔkè àoyùnhuì インスブルックオリンピック。(１９７６)
30 蒙特利尔奥运会 Méngtèlì'ěr àoyùnhuì モントリオールオリンピック。(１９７６)
31 普莱⻄德湖奥运会 Pǔláixīdé hú àoyùnhuì レークプラシッドオリンピック。(１９８０)
32 莫斯科奥运会 Mòsīkē àoyùnhuì モスクワオリンピック。(１９８０)
33 萨拉热窝奥运会 Sàlārèwō àoyùnhuì サラエボオリンピック。(１９８４)
34 洛杉矶奥运会 Luòshānjī àoyùnhuì ロサンゼルスオリンピック。(１９８４)
35 卡尔加里奥运会 Kǎ'ěrjiālǐ àoyùnhuì カルガリーオリンピック。(１９８８)
36 汉城奥运会 Hànchéng àoyùnhuì ソウルオリンピック。(１９８８)
37 阿尔⻉维尔奥运会 Ā'ěrbèiwéi'ěr àoyùnhuì アルベールビルオリンピック。(１９９２)
38 巴塞罗那奥运会 Bāsèluōnà àoyùnhuì バルセロナオリンピック。(１９９２)
39 利勒哈默尔奥运会 Lìlēihām'ěr àoyùnhuì リレハンメルオリンピック。(１９９４)
40 亚特兰大奥运会 Yàtèlándà àoyùnhuì アトランタオリンピック。(１９９６)
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41 ⻓野奥运会 Zhǎngyě àoyùnhuì ⻑野オリンピック。(１９９８)
42 悉尼奥运会 Xīní àoyùnhuì シドニーオリンピック。(２０００)
43 盐湖城奥运会 Yánhúchéng àoyùnhuì ソルトレークシティオリンピック。(２００２)
44 雅典奥运会 Yǎdiǎn àoyùnhuì アテネオリンピック。(２００４)
45 都灵奥运会 Dōulíng àoyùnhuì トリノオリンピック。(２００６)
46 北京奥运会 Běijīng àoyùnhuì 北京オリンピック。(２００８)
47 温哥华奥运会 Wēngēhuá àoyùnhuì バンクーバーオリンピック。(２０１０)
48 伦敦奥运会 Lúndūn àoyùnhuì ロンドンオリンピック。(２０１２)
49 索契奥运会 Suǒqì àoyùnhuì ソチオリンピック。(２０１４)
50 里约热内卢奥运会 Lǐyuērènèilú àoyùnhuì リオデジャネイロオリンピック。(２０１６)
51 平昌奥运会 Píngchāng àoyùnhuì 平昌オリンピック。(２０１８)
52 东京奥运会 Dōngjīng àoyùnhuì 東京オリンピック。(２０２０) →?!
53 北京奥运会 Běijīng àoyùnhuì 北京オリンピック。(２０２２)
54 巴黎奥运会 Bālí àoyùnhuì パリオリンピック。(２０２４)
55 米兰-科尔蒂纳丹佩佐 奥运会 Mǐlán-Kē'ěrdìnàdānpèizuǒ àoyùnhuì ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック。(２０２６)

56 洛杉矶奥运会 Luòshānjī àoyùnhuì ロサンゼルスオリンピック。(２０２８)
57 国际田联世界田径锦标赛 guójì tián lián shìjiè tiánjìng jǐnbiāosài 世界陸上。
58 国际比赛 guójì bǐsài 国際試合。
59 国际大赛 guójì dàsài 国際競技会。国際大会。
60 国际赛事 guójì sàishì 国際競技会。国際大会。
61 亚洲运动会 yàzhōu yùndònghuì アジア競技大会。
62 亚运会 yàyùnhuì アジア競技大会。
63 亚洲杯比赛 yàzhōu bēi bǐsài アジア杯の試合。アジアカップ大会。
64 国际足联俱乐部世界杯 guójì zú lián jùlèbù shìjièbēi FIFAクラブワールドカップ。
65 世界杯 shìjièbēi ワールドカップ。
66 法国世界杯 Fàguó shìjièbēi フランスワールドカップ。(１９９８)
67 韩日世界杯 Hán Rì shìjièbēi 日韓共同開催ワールドカップ。(２００２)
68 德国世界杯 Déguó shìjièbēi ドイツワールドカップ。(２００６)
69 南非世界杯 Nánfēi shìjièbēi 南アフリカワールドカップ。(２０１０)
70 巴⻄世界杯 Bāxī shìjièbēi ブラジルワールドカップ。(２０１４)
71 俄罗斯世界杯 Èluósī shìjièbēi ロシアワールドカップ。(２０１８)
72 卡塔尔世界杯 Kǎtǎ'ěr shìjièbēi カタールワールドカップ。(２０２２)
73 女足世界杯 nǚzú shìjièbēi 女子サッカー ワールドカップ。
74 世界棒球经典赛 shìjiè bàngqiú jīngdiǎn sài ワールドベースボールクラシック。
75 温布尔登网球锦标赛 Wēnbù'ěrdēng wǎngqiú jǐnbiāosài ウィンブルドンチャンピオンシップ。全英テニス選手権。
76 温布尔顿网球赛 Wēnbù'ěrdùn wǎngqiú sài ウィンブルドンチャンピオンシップ。全英テニス選手権。
77 美国橄榄球超级碗 Měiguó gǎnlǎnqiú chāojíwǎn スーパーボウル。全米プロフットボールの優勝決定戦。
78 美国超级碗 Měiguó chāojíwǎn スーパーボウル。全米プロフットボールの優勝決定戦。
79 里约狂欢节 Lǐyuē kuánghuānjié リオのカーニバル。
80 巴⻄狂欢节 Bāxī kuánghuānjié リオのカーニバル。
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81 世界博览会 shìjiè bólǎnhuì 万博。世界博覧会。
82 世博会 shìbóhuì 万博。世界博覧会。
83 大阪世博会 Dàbǎn shìbóhuì 大阪万博。(１９７０)
84 冲绳世博会 Chōngshéng shìbóhuì 沖縄万博。(１９７５)
85 筑波世博会 Zhùbō shìbóhuì 筑波万博。(１９８５)
86 大阪世界园艺博览会 Dàbǎn shìjiè yuányì bólǎnhuì 大阪国際園芸博。(１９９０)
87 爱知世博会 Àizhī shìbóhuì 愛知万博。(２００５)
88 上海世博会 Shànghǎi shìbóhuì 上海万博。(２０１０)
89 北京世界园艺博览会 Běijīng shìjiè yuányì bólǎnhuì 北京国際園芸博。(２０１９)
90 北京世园会 Běijīng shìyuánhuì 北京国際園芸博。(２０１９)
91 大阪世博会 Dàbǎn shìbóhuì 大阪万博。(２０２５)
92 国宾来访 guóbīn láifǎng 国賓来訪。
93 首脑会谈 shǒunǎo huìtán 首脳会談。
94 首脑会议 shǒunǎo huìyì 首脳会議。
95 国际会议 guójì huìyì 国際会議。
96 ⻄⽅国家首脑会议 xīfāng guójiā shǒunǎo huìyì 先進国首脳会議。サミット。
97 主要国首脑会议 zhǔyàoguó shǒunǎo huìyì 主要国首脳会議。サミット。
98 ⻄⽅七国首脑会议 xīfāng qī guó shǒunǎo huìyì Ｇ７主要国首脳会議。
99 二十国集团领导人峰会 èrshí guó jítuán lǐngdǎorén fēnghuì Ｇ２０主要国首脳会議。
100 世界经济论坛 shìjiè jīngjì lùntán 世界経済フォーラム。
101 环境峰会 huánjìng fēnghuì 地球環境サミット。
102 诺⻉尔奖 nuòbèi'ěr jiǎng ノーベル賞。
103 奥斯卡奖 àosīkǎ jiǎng アカデミー賞。
104 奥斯卡金像奖 àosīkǎ jīnxiàng jiǎng アカデミー賞。
105 格莱美奖 géláiměi jiǎng グラミー賞。
106 会场 huìchǎng 会場。会議場。
107 赛场 sàichǎng 競技場。
108 运动场 yùndòngchǎng 競技場。
109 竞技场 jìnjìchǎng 競技場。
110 设施 shèshī 施設。機構。組織。
111 设备 shèbèi 設備。
112 传达 chuándá 受付業務。
113 传达员 chuándáyuán 受付スタッフ。
114 接待处 jiēdài chù 受付。
115 接待站 jiēdàizhàn 受付所。
116 门票 ménpiào 入場券。
117 检查 jiǎnchá 検査。
118 查验 cháyàn チェックする。検査する。
119 洗手间 xǐshǒujiān トイレ。
120 卫生间 wèishēngjiān トイレ。
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121 厕所 cèsuǒ トイレ。
122 走失的孩子 zǒushī de háizi 道に迷った子供。迷子。
123 走丢的孩子 zǒu diū de háizi 道に迷った子供。迷子。
124 我孩子丢了 wǒ háizi diū le 子供が迷子になりました。
125 翻译 fānyì 通訳する。通訳者。
126 志愿者 zhìyuànzhě ボランティア。
127 义工 yìgōng ボランティア活動する。ボランティア。
128 无偿劳动 wúcháng láodòng 無償労働。ボランティア。
129 款待 kuǎndài 丁重にもてなす。おもてなし。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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