
No 中国語 ピンイン 日本語

1 典礼 diǎnlǐ 式典。儀式。
2 仪式 yíshì 儀式。
3 盛典 shèngdiǎn 盛大な儀式。盛典。
4 纪念典礼 jìniàn diǎnlǐ 記念式典。
5 开学典礼 kāi xué diǎnlǐ 始業式。入学式。
6 结业典礼 jiéyè diǎnlǐ 終業式。
7 入学典礼 rùxué diǎnlǐ 入学式。
8 入学仪式 rùxué yíshì 入学式。
9 入学式 rùxuéshì 入学式。
10 毕业典礼 bìyè diǎnlǐ 卒業式。
11 毕业仪式 bìyè yíshì 卒業式。
12 毕业式 bìyèshì 卒業式。
13 卒业典礼 zúyè diǎnlǐ 卒業式。
14 入职仪式 rùzhí yíshì 入社式。
15 入社仪式 rùshè yíshì 入社式。
16 就职典礼 jiùzhí diǎnlǐ 就任式。
17 退休仪式 tuìxiū yísh 引退式。引退セレモニー。
18 结婚典礼 jiéhūn diǎnlǐ 結婚式。
19 结婚仪式 jiéhūn yíshì 結婚式。
20 结婚式 jiéhūnshì 結婚式。
21 婚礼 hūnlǐ 婚礼。結婚式。
22 婚事 hūnshì 結婚にかかわる事柄。
23 喜事 xǐshì 祝い事。結婚。
24 结婚喜事 jiéhūn xǐshì 結婚。結婚式。
25 红喜事 hóngxǐshì 祝い事。結婚。
26 红事 hóngshì 祝い事。結婚。
27 葬礼 zànglǐ 葬式。
28 葬仪 zàngyí 葬儀。
29 后事 hòushì 後の事。葬式。
30 殡仪 bìnyí 葬式。
31 丧礼 sānglǐ 葬儀の礼法。葬礼。
32 丧事 sāngshì 葬式。葬儀。
33 白喜事 báixǐshì ６０歳以上で死んだ人の葬式。葬儀。
34 白事 báishì 葬式。葬儀。
35 发送 fāsong 葬式をする。
36 发送 fāsòng 発信する。送信する。発送する。
37 发丧 fāsāng 家人の死を親戚や知人に知らせる。葬儀を行う。
38 治丧 zhìsāng 葬儀を取り仕切る。
39 红白喜事 hóng bái xǐshì 結婚と葬儀。慶弔事。
40 红白事 hóngbáishì 結婚と葬儀。慶弔事。
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41 开工典礼 kāigōng diǎnlǐ 起工式。
42 竣工典礼 jùngōng diǎnlǐ 竣工式。
43 开通典礼 kāitōng diǎnlǐ 開通式。
44 植树仪式 zhíshù yíshì 植樹式。
45 揭幕典礼 jiēmù diǎnlǐ 除幕式。
46 开幕仪式 kāimù yíshì 開幕式。
47 开幕式 kāimùshì 開幕式。
48 开会仪式 kāihuì yíshì 開会式。
49 闭幕仪式 bìmù yíshì 閉会式。
50 闭幕式 bìmùshì 閉会式。
51 表扬仪式 biǎoyáng yíshì 表彰式。
52 授奖仪式 shòujiǎng yíshì 授賞式。
53 阅兵式 yuèbīngshì 閲兵式。
54 誓师大会 shìshī dàhuì 軍隊の出陣式。
55 出征仪式 chūzhēng yíshì 出陣式。
56 协定签字仪式 xiédìng qiānzì yíshì 協定調印式。
57 国庆盛典 guóqìng shèngdiǎn 建国記念の盛大な式典。
58 驱魔仪式 qūmó yíshì 悪魔払いの儀式。
59 祈雨仪式 qíyǔ yíshì 雨乞いの儀式。雨乞いの祭り。
60 成人仪式 chéngrén yíshì 成人の儀式。成人式。
61 成人节 chéngrén jié 成人の祝い。成人式。
62 举行典礼 jǔxíng diǎnlǐ 式典を執り行う。
63 参加典礼 cānjiā diǎnlǐ 式典に参加する。
64 出席典礼 chūxí diǎnlǐ 式典に出席する。
65 邀请参加典礼 yāoqǐng cānjiā diǎnlǐ 式典に招待する。
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