
No 中国語 ピンイン 日本語

1 发 fà 頭髪。
2 头发 tóufa 頭髪。
3 毛 máo 動植物の毛。ひろく毛状のもの。貨幣価値が下がる。ひどくおじけづく。

4 毛发 máofà 人の体毛と頭髪。
5 发梢 fàshāo 髪の毛先。
6 发梢儿 fàshāor 髪の毛先。
7 头发梢 tóufa shāo 髪の毛先。
8 头发梢儿 tóufa shāor 髪の毛先。
9 额发 éfà 前髪。
10 刘海儿 liúhǎir 切りそろえて額に垂らした前髪。
11 鬓角 bìnjiǎo もみあげ。
12 鬓脚 bìnjiǎo もみあげ。
13 鬓角儿 bìnjiǎor もみあげ。
14 鬓脚儿 bìnjiǎor もみあげ。
15 发际 fàjì 髪の生え際。
16 后脖领发际 hòu bólǐng fàjì 後ろ首の生え際。襟足(えりあし)。
17 胡子 húzi ひげ。
18 胡须 húxū ひげ。
19 胡 hú ひげ。
20 胡儿 húr ひげ。
21 髭 zī 口ひげ。
22 髭须 zīxū 口ひげとあごひげ。ひげ。
23 髯 rán ほおひげ。ひげ。
24 髯须 ránxū ほおひげと口ひげ。ひげ。
25 络腮胡 luòsāi hú 左右に連なるひげ。
26 须发 xūfà ひげと頭髪。
27 须子 xūzi 動植物のひげに似たもの。
28 寒毛 hánmao うぶ毛。
29 汗毛 hànmáo うぶ毛。
30 胎发 tāifà 新生児の頭髪。
31 胎毛 tāimáo 新生児の毛。
32 汗孔 hànkǒng 毛穴。
33 毛孔 máokǒng 毛穴。
34 毛根 máogēn 毛根(もうこん)。
35 黑发 hēifà ⿊髪。
36 黑头发 hēi tóufa ⿊い髪。
37 白发 báifà 白髪。
38 白头发 bái tóufa 白髪。
39 头发花白 tóufa huābái 頭髪が白髪交じりである。
40 金发 jīnfà 金髪。
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41 红发 hóngfà 赤毛。
42 头发白了 tóufa bái le 髪が白くなった。
43 头发稀了 tóufa xī le 髪が薄くなった。
44 直头发 zhí tóufa ストレートの髪。
45 卷发 juǎnfà 髪をカールする。ウェーブをつける。ウェーブヘア。
46 卷毛 juǎnmáo ちぢれ毛。
47 自来卷儿 zìlái juǎnr もともとカールする。くせ毛。
48 发梢开花 fàshāo kāihuā 枝毛。
49 头发分叉 tóufa fēn chà 枝毛。
50 发型 fàxíng 髪型。
51 做头发 zuò tóufa 髪をセットする。美容院で髪型を整える。
52 梳头 shū tóu 髪をとかす。櫛で髪を整える。
53 梳发 shū fà 髪をとかす。櫛で髪を整える。
54 梳头发 shū tóufa 髪をとかす。櫛で髪を整える。
55 剪发 jiǎn fà 髪を切る。
56 理发 lǐfà 散髪する。
57 美发 měifà 美髪する。ヘアスタイリングする。美しい髪。
58 整发 zhěngfà 髪をセットする。
59 染发 rǎn fà 髪を染める。
60 染头发 rǎn tóufa 髪を染める。
61 染成金发 rǎnchéng jīnfà 金髪に染める。
62 烫发 tàngfà 髪にパーマをかける。
63 烫头发 tàng tóufa 髪にパーマをかける。
64 洗发 xǐ fà 洗髪する。髪を洗う。
65 洗头 xǐ tóu 頭を洗う。髪を洗う。
66 分发 fēn fà 髪を分ける。
67 绑头发 bǎng tóufa 髪をくくる。
68 扎头发 zā tóufa 髪を結ぶ。頭髪をくくる。
69 束发 shù fà 髪を束ねる。
70 把头发撩上去 bǎ tóufa liāo shàngqù 髪の毛をかき上げる。
71 头发少了 tóufa shǎo le 髪が薄くなる。
72 掉头发 diào tóufa 髪が抜ける。
73 头发脱落了 tóufa tuōluò le 頭髪が抜け落ちた。
74 浓密的头发 nóngmì de tóufa ふさふさした髪。
75 头发浓密 tóufa nóngmì 髪が濃い。
76 头发稀疏 tóufa xīshū 髪が薄い。
77 拔毛 bá máo 毛を抜く。
78 ⻓毛 zhǎng máo 毛が生える。
79 ⻓头发 zhǎng tóufa 髪が生える。
80 生出头发 shēngchū tóufa 髪が生えてくる。
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81 ⻓出头发 zhǎng chū tóufa 髪が生えてくる。
82 留⻓发 liú chángfà ⻑髪にする。髪を伸ばす。
83 留着短发 liú zhe duǎnfà 短髪にしている。
84 留胡子 liú húzi ひげをたくわえる。
85 留胡须 liú húxū ひげをたくわえる。
86 蓄须 xù xū ひげをたくわえる。
87 ⻓胡子 zhǎng húzi ひげが生える。
88 刮脸 guāliǎn 顔を剃(そ)る。ひげを剃(そ)る。
89 刮胡子 guā húzi ひげを剃(そ)る。
90 刮胡须 guā húxū ひげを剃(そ)る。
91 胡子浓 húzi nóng ひげが濃い。
92 眉 méi 眉毛(まゆげ)。
93 眉毛 méimao 眉毛(まゆげ)。
94 浓眉 nóngméi ⿊くて濃い眉毛(まゆげ)。
95 娥眉 éméi 美人の細⻑い三日⽉眉。美人。
96 蛾眉 éméi 美人の細⻑い三日⽉眉。美人。
97 柳眉 liǔméi 細⻑く美しい眉。
98 柳叶眉 liǔyèméi 細⻑く美しい眉。
99 剑眉 jiànméi きりっとした眉。
100 寿眉 shòuméi ⽼人の⻑く伸びた眉毛(まゆげ)。
101 须眉 xūméi ひげとまゆ。男子。
102 睫毛 jiémáo まつ毛。
103 耳毛 ěrmáo 耳毛。
104 鼻毛 bímáo 鼻毛。
105 鼻毛⻓出来 bímáo zhǎngchūlái 鼻毛が出る。
106 鼻毛露出来 bímáo lùchūlái 鼻毛が出る。
107 体毛 tǐmáo 体毛。
108 多余体毛 duōyú tǐmáo むだ毛。
109 处理多余体毛 chǔlǐ duōyú tǐmáo むだ毛を処理する。
110 多余体毛处理 duōyú tǐmáo chǔlǐ むだ毛処理。
111 腋毛 yèmáo 腋毛(わきげ)。
112 胸毛 xiōngmao 胸毛。
113 胳膊上的毛 gēbo shàng de máo 腕の毛。
114 胳膊毛 gēbomáo 腕毛。
115 肚子上的毛 dùzi shàng de máo お腹の毛。
116 肚子毛 dùzimáo 腹毛。
117 背上的毛 bèi shàng de máo 背中の毛。
118 阴毛 yīnmáo 陰毛。
119 屁股上的毛 pìgu shàng de máo 尻の毛。
120 屁股毛 pìgumáo 尻毛。
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121 腿上的毛 tuǐ shàng de máo 足の毛。
122 腿毛 tuǐmáo 足の毛。すね毛。
123 脱毛 tuōmáo 脱毛。
124 脱发 tuōfà 髪の毛の脱毛。
125 剃毛 tìmáo 毛をそる。
126 剃发 tìfà 髪をそる。
127 削发 xuēfà 髪をそり落とす。
128 落发 luòfà 髪をそり落とす。
129 生发 shēngfà 養毛。発毛。
130 生发 shēngfā 繁殖する。発展する。
131 养发 yǎngfà 育毛。養毛。
132 植毛 zhímáo 植毛。
133 移植毛发 yízhí máofà 植毛。
134 猫毛 māomáo 猫の毛。
135 猫须 māoxū 猫のひげ。
136 猫的胡须 māo de húxū 猫のひげ。
137 狗毛 gǒumáo 犬の毛。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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