
No 中国語 ピンイン 日本語

1 牙 yá ⻭。
2 ⻓牙 zhǎng yá ⻭が⽣える。
3 ⻓出新牙 zhǎngchū xīn yá 新しい⻭が⽣え出る。
4 ⻓出了一颗牙 zhǎngchū le yī kē yá ⻭が１本⽣えた。
5 牙⻓齐了 yá zhǎng qí le ⻭が⽣えそろった。
6 换牙 huànyá ⻭が抜けかわる。
7 掉牙 diào yá ⻭が抜ける。⻭抜け。
8 笑掉牙 xiào diào yá ⻭が落ちるほど⼤笑いする。おかしくて笑いが⽌まらない。
9 笑掉⼤牙 xiào diào dà yá ⻭が落ちるほど⼤笑いする。⼤笑いする。あざ笑う。
10 拔牙 bá yá ⻭を抜く。抜⻭する。
11 补牙 bǔyá ⻭につめものをする。
12 镶牙 xiāngyá 義⻭を⼊れる。
13 咬牙 yǎoyá ⻭を⾷いしばる。睡眠中に⻭ぎしりをする。
14 刷牙 shuāyá ⻭を磨く。
15 牙疼 yá téng ⻭が痛い。
16 牙痛 yátòng ⻭が痛い。⻭痛。
17 ⽌不住牙痛 zhǐbuzhù yátòng ⻭痛が⽌められない。しきりに⻭が痛む。
18 牙神经 yá shénjīng ⻭の神経。
19 缺了牙 quē le yá ⻭が⽋けた。
20 牙松动了 yá sōngdòng le ⻭がぐらぐらする。
21 牙科 yákē ⻭科。
22 牙医 yáyī ⻭科医。
23 牙科⼤夫 yákē dàifu ⻭科医師。
24 牙科医⽣ yákē yīshēng ⻭科医師。
25 口腔科 kǒuqiāngkē 口腔外科(こうくうげか)。
26 牙⻮ yáchǐ ⻭。
27 牙⻮刺痛 yáchǐ cì tòng ⻭がうずく。⻭がひりひりする。⻭がずきずきする。
28 牙⻮敏感 yáchǐ mǐngǎn ⻭が敏感。
29 牙⻮过敏 yáchǐ guòmǐn ⻭が過敏。
30 牙⻮的神经 yáchǐ de shénjīng ⻭の神経。
31 治疗牙⻮ zhìliáo yáchǐ ⻭を治療する。
32 ⻮ chǐ ⻭のように並んだもの。年齢。
33 ⻮儿 chǐr ⻭のように並んだもの。
34 锯⻮ jùchǐ のこぎりの⻭。
35 锯⻮儿 jùchǐr のこぎりの⻭。
36 乳牙 rǔyá 乳⻭。
37 恒牙 héngyá 永久⻭。
38 门牙 ményá 前⻭。門⻭(もんし)。
39 门⻮ ménchǐ 門⻭(もんし)。
40 槽牙 cáoyá 奥⻭。⾅⻭(きゅうし)。
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41 ⾅⻮ jiùchǐ ⾅⻭(きゅうし)。
42 ⻁牙 hǔyá ⼋重⻭。
43 智⻮ zhìchǐ 親知らず。
44 智牙 zhìyá 親知らず。
45 犬⻮ quǎnchǐ 犬⻭。糸切り⻭。
46 犬牙 quǎnyá 犬⻭。犬の⻭。
47 獠牙 liáoyá 口からはみ出したキバ。
48 上牙 shàngyá 上の⻭。
49 下牙 xiàyá 下の⻭。
50 ⻮列 chǐliè ⻭並び。
51 ⻮列整齐 chǐliè zhěngqí ⻭並びがよい。
52 ⻮列不整 chǐliè bùzhěng ⻭並びが整っていない。
53 矫正牙⻮ jiǎozhèng yáchǐ ⻭を矯正する。⻭並びをなおす。
54 牙⻮矫正 yáchǐ jiǎozhèng ⻭列矯正。
55 ⻮列矫正 chǐliè jiǎozhèng ⻭列矯正。
56 牙套 yátào マウスピース。⻭をカバーする⻭列矯正具。
57 假牙 jiǎyá ⼊れ⻭。
58 装假牙 zhuāng jiǎyá ⼊れ⻭をつける。
59 摘掉假牙 zhāidiào jiǎyá ⼊れ⻭を外す。
60 义⻮ yìchǐ 義⻭。⼊れ⻭。
61 装接假牙 zhuāng jiē jiǎyá 差し⻭。
62 装接的假牙 zhuāng jiē de jiǎyá 差し⻭。
63 种殖牙 zhòngzhíyá インプラント。
64 植牙 zhíyá インプラント。
65 种牙 zhòngyá インプラント。
66 牙床 yáchuáng ⻭⾁。⻭茎。象牙細⼯をほどこしたベッド。
67 牙床子 yáchuángzi ⻭⾁。⻭茎。
68 牙龈 yáyín ⻭⾁。⻭茎。
69 ⻮龈 chǐyín ⻭⾁。⻭茎。
70 牙花 yáhuā ⻭垢(しこう)。⻭⾁。⻭茎。
71 牙垢 yágòu ⻭垢(しこう)。
72 舌头 shétou 舌。敵情を聞き出すために捕えた捕虜。
73 虫牙 chóngyá 虫⻭。
74 虫吃牙 chóngchīyá 虫⻭。
75 蛀牙 zhùyá 虫⻭。
76 龋⻮ qǔchǐ 虫⻭。齲⻭(うし)。
77 龋病 qǔbìng 病気としての虫⻭。
78 蛀⻮ zhùchǐ 虫⻭。
79 ⻮槽脓漏 chǐcáo nónglòu ⻭槽膿漏。
80 牙槽脓漏 yácáo nónglòu ⻭槽膿漏。
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81 牙疳 yágān ⻭槽膿漏。
82 口腔炎 kǒuqiāngyán 口内炎。
83 口腔溃疡 kǒuqiāng kuìyáng 口内潰瘍(こうないかいよう)。口内炎。
84 有虫牙 yǒu chóngyá 虫⻭がある。
85 ⻓虫牙 zhǎng chóngyá 虫⻭になる。
86 治虫牙 zhì chóngyá 虫⻭を治す。
87 门牙掉了 ményá diào le 前⻭をなくした。前⻭が⽋けた。
88 牙⻮断了 yáchǐ duàn le ⻭が折れた。⻭が⽋けた。
89 牙龈肿了 yáyín zhǒng le ⻭茎が腫れた。
90 牙龈出血 yáyín chūxiě ⻭茎が出血する。
91 磨削牙⻮ móxuè yáchǐ ⻭を研摩する。⻭を削る。
92 麻药 máyào 麻酔薬。
93 打麻药 dǎ máyào 麻酔を打つ。
94 麻醉 mázuì 麻酔をかける。意識がもうろうとする。
95 用牙刷刷牙 yòng yáshuā shuāyá ⻭ブラシで⻭を磨く。
96 在医院拔掉了一颗牙⻮ zài yīyuàn bádiào le yī kē yáchǐ 病院で⻭を１本抜いた。
97 张嘴 zhāngzuǐ 口をあける。口を開く。口をきく。話す。
98 闭嘴 bìzuǐ 口を閉じる。黙れ。黙る。口をつぐむ。
99 张开嘴 zhāngkāi zuǐ 口を開ける。
100 请把嘴张开 qǐng bǎ zuǐ zhāng kāi 口を開けてください。
101 请闭上嘴 qǐng bìshàng zuǐ 口を閉じてください。黙って下さい。
102 请把嘴合上 qǐng bǎ zuǐ héshàng 口を閉じてください。
103 上下⻮相咬 shàngxiàchǐ xiāng yǎo 上下の⻭を噛(か)み合わせる。
104 用水漱口 yòng shuǐ shùkǒu 水で口をゆすぐ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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