
No 中国語 ピンイン 日本語

1 气象 qìxiàng 気象。情景。光景。気概。
2 气象图 qìxiàngtú 気象図。
3 气象台 qìxiàngtái 気象台。
4 气象卫星 qìxiàng wèixīng 気象衛星。
5 气象预报 qìxiàng yùbào 気象予報。
6 气象测报员 qìxiàng cèbàoyuán 気象予報士。
7 天气 tiānqì 天気。
8 天气图 tiānqìtú 天気図。
9 天气预报 tiānqì yùbào 天気予報。
10 天气概况 tiānqì gàikuàg 天気概況。
11 降水概率 jiàngshuǐ gàilǜ 降水確率。
12 晴 qíng 晴れている。
13 晴天 qíngtiān 晴れ。晴天。
14 晴空 qíngkōng 晴れた空。
15 晴空一片万里无云 qīngkōng yī piàn wàn lǐ wú yún 雲一つない⻘空。
16 晴朗 qínglǎng 快晴。
17 晴好 qínghǎo 天気のよい。晴れ渡っている。
18 放晴 fàngqíng 晴れてくる。
19 蓝天 lántiān ⻘空。
20 碧空 bìkōng ⻘空。
21 阴 yīn 曇っている。
22 阴天 yīntiān 曇り。曇天(どんてん)。曇り空。
23 多云 duōyún 雲が多い。曇りがちだ。
24 微阴 wēiyīn うす曇り。
25 雨 yǔ 雨。
26 下雨 xià yǔ 雨が降る。
27 小雨 xiǎoyǔ 小雨。
28 大雨 dàyǔ 大雨。
29 暴雨 bàoyǔ 大雨。豪雨。
30 暴⻛雨 bàofēngyǔ 暴風雨。あらし。比喩的にあらしのような。
31 阵雨 zhènyǔ にわか雨。
32 小阵雨 xiǎozhènyǔ とおり雨。
33 ⻓雨 chángyǔ ⻑雨。
34 久雨 jiǔyǔ ⻑雨。
35 淫雨 yínyǔ ⻑雨。
36 霪雨 yínyǔ ⻑雨。
37 霖雨 línyǔ ⻑雨。おかげ。恩恵。
38 雷雨 léiyǔ 雷雨。
39 雾雨 wùyǔ 霧雨。
40 烟雨 yānyǔ 霧雨。
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41 细雨 xìyǔ 小雨。
42 毛毛雨 máomaoyǔ 霧雨。
43 少量降雨 dàliàng jiàngyǔ 小降り。
44 大量降雨 shǎoliàng jiàngyǔ 本降り。
45 雨点 yǔdiǎn 雨つぶ。
46 雨点儿 yǔdiǎnr 雨つぶ。
47 掉雨点 diào yǔdiǎn 雨つぶが落ちる。雨がぱらつく。
48 晴转阴 qíng zhuǎn yīn 晴れのち曇り。
49 多云转雨 duōyún zhuǎn yǔ 曇りのち雨。
50 雨转晴 yǔ zhuǎn qíng 雨のち晴れ。
51 阴间晴 yīn jiān qíng 曇りときどき晴れ。
52 多云有时有雨 duōyún yǒushí yǒu yǔ 曇り一時雨。
53 阴部分地区雨 yīn bùfen dìqū yǔ 曇り所により雨。
54 天气恶化 tiānqì èhuà 天気が悪化する。天気がくずれる。
55 天气好转 tiānqì hǎozhuǎn 天気が良くなる。天気が回復する。
56 梅雨 méiyǔ 梅雨。
57 霉雨 méiyǔ 梅雨。
58 梅雨天 méiyǔtiān 梅雨空。
59 ⻩梅雨 huángméiyǔ 梅雨の雨。
60 ⻩梅天 huángméitiān 梅雨の天気。梅雨の季節。
61 梅雨季节 méiyǔ jìjié 梅雨の季節。
62 入梅 rùméi 梅雨に入る。
63 出梅 chūméi 梅雨が明ける。
64 雨季 yǔjì 雨季。
65 进入雨季 jìnrù yǔjì 雨季に入る。
66 雨季过去 yǔjì guòqù 雨季が過ぎゆく。雨季が明ける。
67 春雨 chūnyǔ 春雨。
68 秋雨 qiūyǔ 秋雨。
69 雪 xuě 雪。
70 下雪 xià xuě 雪が降る。
71 小雪 xiǎoxuě 小雪。
72 大雪 dàxuě 大雪。
73 细雪 xìxuě 粉雪。
74 粉末雪 fěnmòxuě 粉雪。
75 暴⻛雪 bàofēngxuě 暴風雪。ブリザード。政治上の大波乱。
76 雪暴 xuěbào 雪あらし。ブリザード。
77 初雪 chūxuě 初雪。
78 积雪 jīxuě 雪が積もる。積雪。
79 雪化了 xuě huà le 雪が解けた。
80 霜 shuāng 霜。
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81 下霜 xià shuāng 霜が降りる。
82 雹 báo ひょう。
83 雹子 báozi ひょう。
84 冰雹 bīngbáo ひょう。
85 霰 xiàn あられ。
86 冰 bīng 氷。冷たく感じさせる。氷で冷やす。
87 结冰 jiébīng 氷結する。氷が張る。
88 路面结了冰 lùmiàn jié le bīng 路面が凍った。
89 路面结着冰 lùmiàn jié zhe bīng 路面が凍っている。
90 冻 dòng 凍る。凍結する。凍える。冷える。煮こごり。
91 水管冻住了 shuǐguǎn dòng zhù le 水道管が凍った。
92 上冻 shàngdòng 凍る。凍りつく。
93 河水上冻了 héshuǐ shàngdòng le 川の水が凍りついた。
94 冻冰 dòngbīng 氷がはる。
95 河上冻冰了 hé shàng dòngbīng le 川に氷がはった。
96 冻结 dòngjié 川や海が氷結する。物事を凍結する。物事が前に進まない。
97 水管冻结 shuǐguǎn dòngjié 水道管の凍結。
98 ⻛ fēng 風。消息。うわさ。
99 刮⻛ guāfēng 風が吹く。
100 停⻛ tíng fēng 風がやむ。
101 微⻛ wēifēng そよ風。微風。
102 大⻛ dàfēng 強風。大風。
103 强⻛ qiángfēng 強風。大風。
104 烈⻛ lièfēng 激しい風。暴風。
105 暴⻛ bàofēng 暴風。
106 狂⻛ kuángfēng 暴風。
107 ⻛大了 fēng dà le 風が強くなる。
108 ⻛很强 fēng hěn qiáng 風が強い。
109 ⻛很冷 fēng hěn lěng 風が冷たい。
110 寒⻛ hánfēng 寒風。
111 热⻛ rèfēng 熱風。
112 干⻛ gānfēng 空っ風。
113 季⻛ jìfēng 季節風。
114 季候⻛ jìhòu fēng 季節風。
115 旋⻛ xuànfēng つむじ風。
116 龙卷⻛ lóngjuǎnfēng ⻯巻。
117 台⻛ táifēng 台風。
118 ⻛吹雨打 fēng chuī yǔ dǎ 風が吹き、雨が降る。風雨にさらされる。
119 雷 léi 雷。
120 打雷 dǎléi 雷が鳴る。
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121 落雷 luòléi 雷が落ちる。落雷。
122 霹雳 pīlì ふいに落ちた雷。
123 响雷 xiǎngléi 激しい雷鳴。
124 雷公 léigōng 雷神。雷さん。
125 云彩 yúncai 雲。
126 阴云 yīnyún 雲。雨雲。
127 雨云 yǔyún 雨雲。
128 雨层云 yǔcéngyún 雨雲。
129 雷雨云 léiyǔyún 雷雲。
130 积雨云 jīyǔyún 雷雲。積乱雲。入道雲。
131 雪云 xuěyún 雪雲。
132 白云 báiyún 白い雲。
133 黑云 hēiyún ⿊い雲。
134 雾 wù 霧。
135 雾气 wùqì 霧。
136 雾霭 wù'ǎi 霧。もや。
137 浓雾 nóngwù 濃霧。
138 大雾 dàwù 濃霧。
139 雾大 wù dà 霧が深い。
140 下雾 xià wù 霧が出る。
141 起雾 qǐ wù 霧が出る。
142 雾气笼罩 wùqì lǒngzhào 霧が覆う。
143 雾散 wù sàn 霧が晴れる。
144 雾消散 wù xiāosàn 霧が晴れる。
145 ⻩沙 huángshā ⻩砂。⻩⼟。
146 ⻩尘 huángchén ⻩砂。⻩⼟。
147 ⻛沙 fēngshā 風と砂ぼこり。
148 烟雾 yānwù 煙。霧。雲。ガス。スモッグ。
149 光化学烟雾 guānghuàxué yānwù 光化学スモッグ。
150 阴霾 yīnmái スモッグ。⼟曇り。煙霧。
151 雾霾 wùmái PM2.5を含む汚染空気。
152 烟霭 yān'ǎi 雲と霧。
153 云雾 yúnwù 雲と霧。遮蔽物。障害物。
154 杉树花粉 shānshù huāfěn スギ花粉。
155 气压 qìyā 気圧。
156 气压槽 qìyācáo 気圧の谷。
157 高气压 gāoqìyā 高気圧。
158 高压 gāoyā 高気圧。高い圧力。高電圧。威圧する。
159 低气压 dīqìyā 低気圧。
160 低压 dīyā 低気圧。低い圧力。低電圧。最低血圧。
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161 锋面 fēngmiàn 前線面。
162 暖锋 nuǎnfēng 温暖前線。
163 暖锋面 nuǎnfēngmiàn 温暖前線。
164 冷锋 lěngfēng 寒冷前線。
165 冷锋面 lěngfēngmiàn 寒冷前線。
166 静止锋 jìngzhǐfēng 停滞前線。
167 梅雨锋 méiyǔfēng 梅雨前線。
168 秋雨锋 qiūyǔfēng 秋雨前線。
169 樱前线 (是为预测樱花开花的等期日线) yīng qiánxiàn (shì wèi yùcè yīnghuā kāihuā de děng qírì xiàn) 桜前線 (桜の開花を予測するための等時性日付線)。
170 热浪 rèlàng 熱波。熱気。
171 热波 rèbō 熱波。
172 寒潮 háncháo 寒波。
173 寒流 hánliú 寒波。寒流。
174 暖气 nuǎnqì 暖気。
175 暖气团 nuǎnqìtuán 暖気団。
176 热空气 rè kōngqì 暖かい空気。熱空気。
177 暖空气 nuǎn kōngqì 暖かい空気。
178 寒气 hánqì 寒気(かんき)。寒さ。
179 冷气 lěngqì 冷えた空気。寒気。冷房設備。クーラー。
180 冷气团 lěngqìtuán 寒気団。
181 冷空气 lěngkōngqì 冷たい空気。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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