
No 中国語 ピンイン 日本語

1 早 zǎo 朝。時間が早い。早く。とっくに。おはよう。
2 早上 zǎoshang 朝。
3 每天早上 měitiān zǎoshang 毎朝。
4 早晨 zǎochen 早朝。
5 清晨 qīngchén 早朝。明け方。
6 清早 qīngzǎo 早朝。朝早く。
7 老早 lǎozǎo 早朝。ずっと以前に。とっくに。
8 一早 yīzǎo 早朝。朝一番。
9 一早儿 yīzǎor 早朝。朝一番。
10 早上第一件事 zǎoshang dì yī jiàn shì 朝一番で。
11 一上班⻢上 yī shàngbān mǎshàng 出勤したらすぐ。出勤後、朝一番で。
12 凌晨 língchén 夜の明けかかる頃。夜明け前。
13 破晓 pòxiǎo 夜が明ける。空が白む。
14 天亮 tiānliàng 夜明け。
15 黎明 límíng 夜明け。黎明(れいめい)。
16 拂晓 fúxiǎo 明け方。
17 一大早 yīdàzǎo 朝早く。明け方。早朝。
18 一大早儿 yīdàzǎor 朝早く。明け方。早朝。
19 一大早就 yīdàzǎo jiù 朝早くから〜。
20 上午 shàngwǔ 午前。
21 上半天 shàngbàntiān 午前。
22 上半天儿 shàngbàntiānr 午前。
23 早半天儿 zǎobàntiānr 午前。
24 早半晌儿 zǎobànshǎngr 午前。
25 早晚 zǎowǎn 朝と晩。遅かれ早かれ。早晩。時。時分。頃。
26 晨昏 chénhūn 朝晩。
27 日出 rìchū 日の出。
28 曙光 shǔguāng 夜明けの光。前途の希望の輝き。
29 朝阳 zhāoyáng 朝日。新興の。発展性のある。
30 朝阳 cháoyáng 太陽の方に向いている。南向きだ。
31 旭日 xùrì 朝日。
32 朝晖 zhāohuī 早朝の陽光。
33 早晨的阳光 zǎochén de yángguāng 早朝の陽光。
34 早晨的太阳 zǎochén de tàiyáng 早朝の太陽。
35 早霞 zǎoxiá 朝焼け。
36 朝霞 zhāoxiá 朝焼け。
37 晨雾 chénwù 朝霧。
38 尘雾 chénwù 土ほこりと煙が霧のように充満すること。
39 早晨的烟霞 zǎochen de yānxiá 朝もや。
40 朝露 zhāolù 朝露。はかないもののたとえ。
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41 早起 zǎoqǐ 朝早く起きる。
42 起床 qǐchuáng 起床する。朝、起きる。
43 醒 xǐng 眠りから覚める。起きている。意識がはっきりする。悟る。酔いや麻酔から醒める。

44 醒来 xǐnglái 目を覚ます。
45 睡懒觉 shuì lǎnjiào 寝坊する。起きずにごろごろする。
46 睡回笼觉 shuì huílóngjiào 二度寝する。
47 睡回头觉 shuì huítóujiào 二度寝する。
48 醒来后再睡 xǐnglái hòu zài shuì 目覚めたあと、また寝る。
49 睡迷糊 shuì míhu 寝ぼける。
50 睡眼 shuìyǎn 寝ぼけまなこ。
51 晨勃 chénbó 男性の朝勃ち。
52 早操 zǎocāo 朝の体操。
53 晨操 chéncāo 朝の体操。
54 晨练 chénliàn 朝練。朝稽古。
55 洗手 xǐshǒu 手を洗う。便所に行く。悪事から足を洗う。ある職業をやめる。

56 洗脸 xǐ liǎn 顔を洗う。
57 刷牙 shuāyá ⻭を磨く。
58 刮脸 guāliǎn 髭を剃る。
59 晨浴 chényù 朝風呂。朝シャワー。
60 温水晨浴 wēnshuǐ chényù 朝風呂。朝シャワー。
61 早晨洗澡 zǎochén xǐzǎo 朝風呂。朝シャワー。
62 打扮 dǎban 装う。身ごしらえする。装い。いでたち。
63 换衣服 huàn yīfu 着替える。
64 化妆 huàzhuāng 化粧する。
65 化装 huàzhuāng 扮装する。メーキャップする。仮装する。変装する。
66 早饭 zǎofàn 朝食。
67 早餐 zǎocān 朝食。
68 早点 zǎodiǎn 朝食。朝に食べる軽食。
69 日报 rìbào 日刊紙。朝刊。
70 晨报 chénbào 朝刊。
71 早上好 zǎoshang hǎo おはよう。
72 你早 nǐ zǎo おはよう。
73 您早 nín zǎo おはようございます。
74 早安 zǎo'ān おはようございます。
75 早班 zǎobān 早番。(あいさつで)お早いですね。
76 早班儿 zǎobānr 早番。(あいさつで)お早いですね。
77 鸡鸣 jī míng ニワトリが鳴く。
78 鸡叫 jī jiào ニワトリが鳴く。
79 报晓 bàoxiǎo 声や音で夜明けを知らせる。
80 鸡鸣报晓 jī míng bàoxiǎo ニワトリが鳴いて夜明けを告げる。
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81 雄鸡报晓 xióng jī bàoxiǎo オンドリが鳴いて夜明けを告げる。
82 闹钟响 nàozhōng xiǎng 目覚まし時計が鳴る。
83 停止闹钟 tíngzhǐ nàozhōng 目覚まし時計を止める。
84 把闹钟关 bǎ nàozhōng guān 目覚まし時計を止める。
85 把闹钟关掉 bǎ nàozhōng guāndiào 目覚まし時計を止める。
86 叫早服务 jiàozǎofúwù モーニングコール。
87 叫醒服务 jiàoxǐngfúwù モーニングコール。
88 叫醒电话 jiàoxǐngdiànhuà モーニングコール。
89 出门 chūmén 外出する。家を離れ、遠方に行く。
90 出门儿 chūménr 外出する。家を離れ、遠方に行く。
91 上班 shàngbān 出勤する。
92 上班儿 shàngbānr 出勤する。
93 上学 shàngxué 登校する。小学校に上がる。
94 早会 zǎohuì 朝会。朝礼。
95 朝会 zhāohuì 朝会。朝礼。
96 晨会 chénhuì 朝会。朝礼。
97 早礼 zǎolǐ 朝礼。朝会。
98 早市 zǎoshì 朝市。
99 我的早晨习惯 wǒ de zǎochén xíguàn 私の朝の習慣。
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