
No 中国語 ピンイン 日本語

1 谷物 gǔwù 穀物。穀類。
2 古物 gǔwù 古代の器物。
3 谷类 gǔlèi 穀類。
4 谷粒 gǔlì 穀物の実。
5 谷粒儿 gǔlìr 穀物の実。
6 五谷 wǔgǔ 主食とする穀物のうち、とくに重要な５種。五穀。穀類。
7 粮食 liángshi 食糧。主食となる穀物、豆類、イモ類などの総称。
8 粮 liáng 食糧。主食となる穀物、豆類、イモ類などの総称。
9 饲料 sìliào 飼料。えさ。
10 养料 yǎngliào 栄養分。養分。
11 杂粮 záliáng 雑穀。
12 粗粮 cūliáng 雑穀。
13 细粮 xìliáng ⽩⽶や⼩⻨粉。
14 原粮 yuánliáng 加工前の食糧。
15 口粮 kǒuliáng くいぶち。食糧。
16 菽粟 shūsù 食糧。穀物。本来、豆とアワ。
17 庄稼 zhuāngjia 農作物。
18 庄家 zhuāngjia 賭け事の親。胴元。大口の投資家。
19 禾 hé イネなど穀物のとれる植物の総称。
20 豆 dòu マメ科の植物。その種子。豆のような形をしたもの。
21 豆儿 dòur マメ科の植物。その種子。豆のような形をしたもの。
22 豆子 dòuzi マメ科の作物。豆。豆状のもの。
23 豆类 dòulèi 豆類。
24 薯类 shǔlèi イモ類。
25 作物 zuòwù 作物。農作物。
26 农作物 nóngzuòwù 農作物。
27 大⽶ dàmǐ 脱穀したコメ。
28 稻⽶ dàomǐ イネ。⽶。
29 ⽶饭 mǐfàn ご飯。めし。
30 ⽩饭 báifàn ⽩メシ。ご飯。
31 大⽶饭 dàmǐfàn ⽶のめし。
32 大⽶⽩饭 dàmǐ báifàn ⽩い⽶の飯。
33 ⼩⽶ xiǎomǐ 脱穀したアワ。
34 ⼩⽶儿 xiǎomǐr 脱穀したアワ。
35 谷子 gǔzi アワ。脱穀前のアワの実。
36 股子 gǔzi 株。持ち株。力やにおいを数えることば。
37 骨子 gǔzi 道具などの骨。支え。
38 古字 gǔzi 古代の文字。
39 ⼩⽶饭 xiǎomǐfàn アワのめし。
40 ⼩⽶面 xiǎomǐmiàn アワ粉。
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41 水稻 shuǐdào 水稲。イネ。
42 ⻨子 màizi ムギ。コムギ。
43 ⼩⻨ xiǎomài コムギ。
44 面粉 miànfěn ⼩⻨粉。
45 面 miàn 穀物を粉にしたもの。おもて。表面。平面。麺類。
46 面儿 miànr 穀物を粉にしたもの。おもて。表面。
47 ⻨子面 màizimiàn ⼩⻨粉。
48 ⽩面 báimiàn ⼩⻨粉。
49 ⽩面儿 báimiànr ヘロイン。
50 稗子 bàizi ヒエ。ヒエの実。
51 糙⽶ cāomǐ 玄⽶。
52 糙⽶饭 cāomǐfàn 玄⽶食。
53 荞⻨ qiáomài ソバ。
54 荞⻨粉 qiáomàifěn ソバ粉。
55 黍子 shǔzi キビ。モチキビ。
56 ⻩⽶ huángmǐ 実をついて皮を取ったキビ。
57 糯⽶ nuòmǐ もち⽶。
58 江⽶ jiāngmǐ もち⽶。
59 大豆 dàdòu ダイズ。
60 ⻩豆 huángdòu 表面が⻩⾊のダイズ。
61 黑豆 hēidòu 皮の⿊いダイズ。
62 ⼩豆 xiǎodòu アズキ。
63 红⼩豆 hóngxiǎodòu アズキ。
64 赤⼩豆 chìxiǎodòu アズキ。
65 刀豆 dāodòu ナタマメ。
66 菜豆 càidòu インゲンマメ。
67 云豆 yúndòu インゲンマメ。
68 芸豆 yúndòu インゲンマメ。
69 豌豆 wāndòu エンドウ。エンドウマメ。
70 荷兰豆 hélándòu サヤエンドウ。
71 甘蔗 gānzhe サトウキビ。
72 干蔗 gānzhe サトウキビ。
73 玉⽶ yùmǐ トウモロコシ。
74 玉蜀黍 yùshǔshǔ トウモロコシ。
75 玉⽶面 yùmǐmiàn トウモロコシの粉。
76 土豆 tǔdòu ジャガイモ。
77 土豆儿 tǔdòur ジャガイモ。
78 ⻢铃薯 mǎlíngshǔ ジャガイモ。
79 甘薯 gānshǔ サツマイモ。
80 ⽩薯 báishǔ サツマイモ。
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81 红薯 hóngshǔ サツマイモ。
82 山药 shānyao ヤマイモ。
83 芋头 yùtou サトイモ。
84 ⽶粒 mǐlì ⽶つぶ。
85 ⽶粒儿 mǐlìr ⽶つぶ。
86 一粒⽶ yī lì mǐ 一粒の⽶。
87 豆粒 dòulì 豆つぶ。
88 豆粒儿 dòulìr 豆つぶ。
89 粮食自给率 liángshi zìjǐlǜ 食糧自給率。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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