
No 中国語 ピンイン 日本語

1 国 guó 国。国家。
2 国家 guójiā 国。国家。
3 国度 guódù 国。国家。
4 国体 guótǐ 国体。国家の体面。国の威信。
5 国本 guóběn 立国の基礎。国本(こくほん)。
6 我国 wǒguó 我が国。祖国。
7 祖国 zǔguó 祖国。
8 本国 běnguó 自国。本国。
9 别国 biéguó 他国。
10 他国 tāguó 他国。
11 帝国 dìguó 帝国。
12 王国 wángguó 王国。他から独立した領域。世界。
13 亡国 wángguó 滅亡した国。国が滅びる。国を滅ぼす。
14 君主国 jūnzhǔguó 君主国。
15 公国 gōngguó 公国。
16 古国 gǔguó ⻑い歴史を持つ国。古い国。
17 新国家 xīn guójiā 新国家。
18 独立国 dúlìguó 独立国。
19 附属国 fùshǔguó 属国。従属国。
20 共和国 gònghéguó 共和国。
21 ⺠主国 mínzhǔguó ⺠主国。
22 君主国 jūnzhǔguó 君主国。
23 合众国 hézhòngguó 合衆国。
24 先进国家 xiānjìn guójiā 先進国。
25 发达国家 fādá guójiā 先進国。
26 发展中国家 fāzhǎnzhōng guójiā 発展途上国。
27 后进国家 hòujìn guójiā 後進国。
28 大国 dàguó 大国。
29 超级大国 chāojí dàguó 超大国。
30 强国 qiángguó 強国。国を強大にする。
31 小国 xiǎoguó 小国。
32 岛国 dǎoguó 島国。
33 海洋国家 hǎiyáng guójiā 海洋国家。
34 海洋型国家 hǎiyáng xíng guójiā 海洋国家。
35 大陆国家 dàlù guójiā 大陸国家。
36 大陆型国家 dàlù xíng guójiā 大陸国家。
37 友邦 yǒubāng 友好国。
38 盟邦 méngbāng 同盟国。
39 盟国 méngguó 同盟国。
40 敌国 díguó 敵国。
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41 假想敌国 jiǎxiǎng díguó 仮想敵国。
42 中立国 zhōnglìguó 中立国。
43 近邻各国 jìnlín gèguó 近隣諸国。
44 邻国 língguó 隣国。
45 首都 shǒudū 首都。
46 国旗 guóqí 国旗。
47 日本国旗 Rìběn guóqí 日本の国旗。
48 太阳旗 tàiyángqí 日の丸。日章旗。
49 旭日旗 xùrìqí 旭日旗。
50 五星红旗 wǔxīng hóngqí 中華⼈⺠共和国の国旗。
51 升旗 shēngqí 旗を揚げる。
52 升国旗 shēng guóqí 国旗掲揚。
53 悬挂国旗 xuánguà guóqí 国旗を掲げる。
54 国歌 guógē 国歌。
55 唱国歌 chàng guógē 国歌を歌う。
56 齐唱国歌 qíchàng guógē 国歌を⻫唱(せいしょう)する。
57 奏国歌 zòu guógē 国歌を演奏する。
58 高奏中国国歌 gāo zòu Zhōngguó guógē 中国国歌を高らかに演奏する。
59 日本国歌 Rìběn guógē 日本の国歌。
60 君之代 jūn zhī dài 君が代。
61 义勇军进行曲 yìyǒngjūn jìnxíngqǔ 義勇軍進行曲。中国の国歌。
62 国⺠ guómín 国⺠。
63 国⺠性 guómínxìng 国⺠性。
64 文化 wénhuà 文化。知識や教養。
65 文化程度 wénhuà chéngdù 教養程度。
66 ⼈⺠⽣活文化程度 rénmín shēnghuó wénhuà chéngdù ⼈⺠の⽣活文化程度。⺠度。
67 ⼈⺠⽣活⽔平 rénmín shēnghuó shuǐpíng ⼈⺠の⽣活レベル。
68 国格 guógé 国家の体面、尊厳。国柄。
69 国土 guótǔ 国土。領土。
70 领土 lǐngtǔ 領土。
71 疆土 jiāngtǔ 領土。
72 领空 lǐngkōng 領空。
73 领海 lǐnghǎi 領海。
74 国境 guójìng 国境。国家の領土の範囲。
75 国境线 guójìngxiàn 国境線。
76 边境 biānjìng 国境地帯。
77 边疆 biānjiāng 国境地帯。
78 边界 biānjiè 国、省、県の境界。
79 国内 guónèi 国内。
80 海内 hǎinèi 中国国内。
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81 国外 guówài 国外。
82 海外 hǎiwài 国外。海外。
83 外国 wàiguó 外国。
84 国王 guówáng 国王。
85 女王 nǚwáng 女王。
86 天皇 tiānhuáng 皇帝。天帝。日本の天皇。
87 国家领导⼈ guójiā lǐngdǎo rén 国のリーダー。
88 总统 zǒngtǒng 大統領。総統。
89 总理 zǒnglǐ 国務院の最高指導者。総理大臣。政党の指導者。全体を管理運営する。

90 首相 shǒuxiàng 首相。総理大臣。
91 主席 zhǔxí 会議などの議⻑。座⻑。主席。国家、機構、団体などの最高位。

92 政权 zhèngquán 政治権力。政治行政機関。
93 当政 dāngzhèng 政権を握る。
94 执政 zhízhèng 政権を握る。
95 执政者 zhízhèngzhě 執政(しっせい)者。
96 国策 guócè 国策。
97 国法 guófǎ 国法。国家の法律。
98 国教 guójiào 国教。
99 国会 guóhuì 議会。国会。
100 议会 yìhuì 議会。
101 议院 yìyuàn 議院。議会。
102 全国⼈⺠代表大会 quánguó rénmín dàibiǎo dàhuì 全国⼈⺠代表大会。中国の国会。
103 ⼈大 réndà 全国⼈⺠代表大会。中国の国会。
104 ⺠主主义 mínzhǔ zhǔyì ⺠主主義。
105 专制主义 zhuānzhì zhǔyì 専制主義。
106 资本主义 zīběn zhǔyì 資本主義。
107 社会主义 shèhuì zhǔyì 社会主義。
108 共产主义 gòngchǎn zhǔyì 共産主義。
109 军国主义 jūnguó zhǔyì 軍国主義。
110 爱国 àiguó 自分の国を愛する。
111 爱国心 àiguóxīn 愛国心。
112 卖国 màiguó 国を売る。祖国を裏切る。
113 卖国贼 màiguózéi 売国奴。
114 汉奸 hànjiān 国や⺠族の裏切り者。中国⼈の売国奴。
115 国耻 guóchǐ 国辱。国の恥。
116 建国 jiànguó 建国する。
117 立国 lìguó 建国する。国をつくる。
118 开国 kāiguó 新国家を建てる。
119 开放国门 kāifàng guómén 開国する。
120 锁国 suǒguó 鎖国する。
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121 海禁 hǎijìn 鎖国令。
122 国宝 guóbǎo 国宝。国の宝と言える⼈物。
123 国营 guóyíng 国営の。
124 官办 guānbàn 国公営。国公営の。
125 公营 gōngyíng 公営の。
126 国产 guóchǎn 国産の。
127 经济力量 jīngjì lìliàng 経済力。
128 ⺠力 mínlì ⼈⺠の財力。
129 技术力量 jìshù lìliàng 技術力。
130 军事力量 jūnshì lìliang 軍事力。
131 国家机密 guójiā jīmì 国家機密。
132 国家的⼈口 guójiā de rénkǒu 国の⼈口。
133 国家总财富 guójiā zǒng cáifù 国家総資産。
134 国家资产 guójiā zīchǎn 国家資産。
135 国家财产 guójiā cáichǎn 国有財産。
136 国土面积 guótǔ miànjī 国土面積。
137 本国资源 běnguó zīyuán 自国の資源。
138 资源储量 zīyuán chúliàng 資源埋蔵量。
139 富国强兵 fùguó qiángbīng 富国強兵。
140 国力 guólì 国力。
141 国威 guówēi 国威。
142 扬国威 yáng guówēi 国威を発揚する。
143 国家利益 guójiā lìyì 国益。
144 国籍 guójí 国籍。
145 国宾 guóbīn 国賓。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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