
No 中国語 ピンイン 日本語

1 传统 chuántǒng 伝統。
2 优良传统 yōuliáng chuántǒng すぐれた伝統。
3 尊重传统 zūnzhòng chuántǒng 伝統を重んじる。
4 保持传统 bǎochí chuántǒng 伝統を守る。
5 继承传统 jìchéng chuántǒng 伝統を受け継ぐ。
6 传统的形式 chuántǒng de xíngshì 伝統的な形式。
7 传统习俗 chuántǒng xísú 伝統的な習慣。
8 传统艺术 chuántǒng yìshù 伝統芸術。伝統芸能。
9 传统工艺 chuántǒng gōngyì 伝統工芸。
10 传统戏 chuántǒng xì 伝統劇。
11 传统的仪式 chuántǒng de yíshì 伝統的な儀式。
12 传统的建筑物 chuántǒng de jiànzhúwù 伝統的な建築物。
13 传统活动 chuántǒng huódòng 伝統行事。
14 传统观念 chuántǒng guānniàn 伝統的な考え。
15 中国传统文化 Zhōngguó chuántǒng wénhuà 中国の伝統文化。
16 衰落的传统 shuāiluò de chuántǒng すたれた伝統。
17 传说 chuánshuō 伝説。うわさ。言い伝える。うわさする。うわさに聞く。
18 据传说 jù chuánshuō 伝わりによれば。うわさによれば。
19 ⺠间传说 mínjiān chuánshuō ⺠間伝説。
20 根据⺠间传说 gēnjù mínjiān chuánshuō ⺠間伝承によれば。
21 留下传说 liúxià chuánshuō 伝説が残る。
22 古代传说 gǔdài chuánshuō 古代伝説。昔話。
23 日本的传说 Rìběn de chuánshuō 日本の昔話。
24 传说中的英雄 chuánshuō zhōng de yīngxióng 伝説のヒーロー。
25 传奇 chuánqí 伝奇。起こりそうにない不思議な話。昔の小説や戯曲。
26 传奇般的英雄 chuánqí bān de yīngxióng 伝説のヒーロー。
27 口传 kǒuchuán 口伝えする。
28 口传文学 kǒuchuán wénxué 口承文学。伝承文学。
29 流传 liúchuán 伝わる。広がる。
30 从古时流传下来的传统工艺 cóng gǔshí liúchuán xiàlái de chuántǒng gōngyì 古くから伝わる伝統工芸。
31 这是远古流传下来的编绳艺术 zhè shì yuǎngǔ liúchuán xiàlái de biān shéng yìshù これは古くから伝わる組紐アートです。
32 历史 lìshǐ 歴史。個人の経歴。過去の事実やその記録。歴史書。
33 我国的历史 wǒguó de lìshǐ わが国の歴史。
34 历史的⻓河 lìshǐ de chánghé 歴史の⻑い川。歴史の⻑い過程。悠久の歴史。
35 历史潮流 lìshǐ cháoliú 歴史の潮流。歴史の流れ。
36 历史巨流 lìshǐ jùliú 歴史の大きなうねり。
37 历史浪潮 lìshǐ làngcháo 歴史のうねり。
38 历史⻋轮 lìshǐ chēlún 歴史の車輪。
39 历史的巨轮 lìshǐ de jùlún 歴史の大きな車輪。
40 历史的步伐 lìshǐ de bùfá 歴史の歩み。
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41 历史事件 lìshǐ shìjiàn 歴史的な出来事。
42 历史性事件 lìshǐxìng shìjiàn 歴史的な出来事。
43 历史事实 lìshǐ shìshí 歴史上の事実。
44 历史任务 lìshǐ rènwù 歴史的な課題。
45 历史意义 lìshǐ yìyì 歴史的意義。
46 历史上的最高记录 lìshǐ shàng de zuìgāo jìlù 史上最高の記録。
47 历史上的最高水平 lìshǐ shàng de zuìgāo shuǐpíng 史上最高のレベル。
48 历史上的人物 lìshǐ shàng de rénwù 歴史上の人物。歴史的人物。
49 历史人物 lìshǐ rénwù 歴史上の人物。歴史的人物。
50 历史巨人 lìshǐ jùrén 歴史上の偉大な人物。
51 历史文物 lìshǐ wénwù 文化遺産。歴史的文化財。
52 历史文献 lìshǐ wénxiàn 歴史的文献。
53 历史建筑物 lìshǐ jiànzhúwù 歴史的建築物。
54 历史名城 lìshǐ míngchéng 歴史的に有名な町。歴史的な街。
55 历史遗迹 lìshǐ yíjì 歴史遺跡。
56 历史悠久 lìshǐ yōujiǔ 歴史は⻑い。
57 悠久历史 yōujiǔ lìshǐ 非常に⻑い歴史。
58 历史短浅 lìshǐ duǎnqiǎn 歴史が浅い。
59 来历 láilì ものの由来。人の生まれや育ち。
60 有来历的神社 yǒu láilì de shénshè 由緒ある神社。
61 他的来历 tā de láilì 彼の経歴。彼の素性。
62 来路 láilu 人や物品の来歴。
63 来路 láilù こちらへ来る道筋。
64 来路不明的东⻄ láilù bùmíng de dōngxi 来歴がわからないもの。素性がわからないもの。
65 来头 láitou 人の経歴や資格。おもしろみ。興味。わけ。原因。
66 来头儿 láitour 人の経歴や資格。おもしろみ。興味。
67 这个人很有来头 zhège rén hěn yǒu láitóu この人にはいろいろと背景がある。
68 渊源 yuānyuán 根源。
69 渊源流⻓ yuānyuán liú cháng 歴史が非常に⻑い。
70 历史渊源 lìshǐ yuānyuán 歴史的な根源。歴史的なつながり。歴史的ゆかり。
71 来源 láiyuán 〜から始まる。出どころ。生産元。
72 地名的来源 dìmíng de láiyuán 地名の由来。
73 消息来源 xiāoxi láiyuán 情報の出どころ。情報源。
74 假名来源于汉字 jiǎmíng láiyuán yú hànzì かなは漢字から生まれた。
75 起源 qǐyuán 〜から始まる。起源。
76 生命的起源 shēngmìng de qǐyuán 生命の起源。
77 万物的起源 wànwù de qǐyuán 万物の起源。
78 日本人的起源 Rìběnrén de qǐyuán 日本人のルーツ。
79 佛教起源于印度 fójiào qǐyuán yú Yìndù 仏教はインドを起源とする。
80 乒乓球起源于十九世纪英国 pīngpāngqiú qǐyuán yú shíjiǔ shìjì Yīngguó 卓球は１９世紀イギリスを起源とする。
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81 由来 yóulái 由来。ことの起こり。今に至るまでの時間。
82 由来已久 yóulái yǐ jiǔ ⻑い歴史がある。
83 名称的由来 míngchēng de yóulái 名称の由来。
84 源自 yuánzì 〜がもとになっている。
85 源自日文 yuánzì Rìwén 日本語を由来とする。
86 古来 gǔlái 昔から今まで。古来。
87 日本古来的传统 Rìběn gǔlái de chuántǒng 日本古来の伝統。
88 据古来的传说 jù gǔlái de chuánshuō 昔からの伝えによれば。
89 自古 zìgǔ 昔から。
90 自古以来 zìgǔ yǐlái 昔から。
91 自古迄今 zìgǔ qìjīn 昔から今に到るまで。
92 自古到今 zìgǔ dào jīn 昔から今に到るまで。
93 自古洎今 zìgǔ jì jīn 昔から今に到るまで。
94 自古暨今 zìgǔ jì jīn 昔から今に到るまで。
95 自古已然 zìgǔ yǐrán 昔からそうである。
96 老字号 lǎozìhào 老舗(しにせ)。
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