
No 中国語 ピンイン 日本語

1 演讲 yǎnjiǎng 演説する。講演する。演説。講演。
2 演讲会 yǎnjiǎnghuì 講演会。
3 演讲者 yǎnjiǎngzhě 講師。
4 演讲人 yǎnjiǎngrén 講師。
5 演讲大师 yǎnjiǎng dàshī 演説の大家。
6 委托演讲 wěituō jiǎngyǎn 講演を依頼する。
7 演讲稿 yǎnjiǎnggǎo 演説原稿。
8 作演讲 zuò yǎnjiǎng 演説する。講演する。
9 做演讲 zuò yǎnjiǎng 演説する。講演する。
10 演讲比赛 yǎnjiǎng bǐsài 弁論大会。スピーチコンテスト。
11 街头演讲 jiētóu yǎnjiǎng 街頭演説。
12 讲演 jiǎngyǎn 講演する。講演。
13 讲演会 jiǎngyǎnhuì 講演会。
14 讲演者 jiǎngyǎnzhě 講演者。
15 讲演人 jiǎngyǎnrén 講演者。
16 作讲演 zuò jiǎngyǎn 講演する。
17 做讲演 zuò jiǎngyǎn 講演する。
18 登台讲演 dēngtái jiǎngyǎn 演壇に上がって講演する。壇上で講演する。
19 讲演稿 jiǎngyǎngǎo 講演原稿。
20 讲演比赛 jiǎngyǎn bǐsài 弁論大会。スピーチコンテスト。
21 报告 bàogào 上司やおおぜいの前で正式に状況や意見を述べる。報告。報告書。

22 报告会 bàogàohuì 報告会。講演会。
23 报告者 bàogàozhě 報告者。
24 报告书 bàogàoshū 報告書。上申書。
25 报告人 bàogàorén 講師。リポーター。
26 作报告 zuò bàogào 報告をする。
27 做报告 zuò bàogào 報告をする。
28 打报告 dǎ bàogào 報告を提出する。
29 写报告 xiě bàogào レポートを書く。
30 报告灾情 bàogào zāiqíng 災害状況を報告する。
31 报告警察 bàogào jǐngchá 警察に届ける。
32 小报告 xiǎobàogào 上役に密告すること。
33 打小报告 dǎ xiǎobàogào 上級者に内密に告発する。小耳に入れる。
34 讲话 jiǎnghuà 話をする。発言する。講演。講話。発言。
35 上台讲话 shàngtái jiǎnghuà 演壇に立って話をする。
36 在人前讲话 zài rénqián jiǎnghuà 人前で話をする。
37 在众人面前讲话 zài zhòngrén miànqián jiǎnghuà 大勢の前で話をする。
38 开头的讲话 kāitóu de jiǎnghuà 初めのあいさつ。
39 他很会讲话 tā hěn huì jiǎnghuà 彼は話が上手だ。
40 讲话很雅致 jiǎnghuà hěn yǎzhì 話に趣(おもむき)がある。話に味わいがある。
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41 说话 shuōhuà 話す。ものを言う。非難する。文句を言う。話。すぐに。
42 她很会说话 tā hěn huì shuōhuà 彼女は話がうまい。
43 非常会说话 fēicháng huì shuōhuà とても話がうまい。
44 说话很俏皮 shuōhuà hěn qiàopí 話に面白みがある。気が利いた話をする。
45 说话很含蓄 shuōhuà hěn hánxù 話に含蓄がある。
46 他说话很有说服力 tā shuōhuà hěn yǒu shuōfúlì 彼の話は説得力がある。
47 谈话 tánhuà 複数の人が互いに話す。上の者が下のものにちゃんと話す。意見を表明する。

48 发表谈话 fābiǎo tánhuà 談話を発表する。
49 校⻓的谈话 xiàozhǎng de tánhuà 校⻑のあいさつ。学⻑のあいさつ。
50 演说 yǎnshuō 演説する。演説。
51 演说家 yǎnshuōjiā 演説家。
52 演说者 yǎnshuōzhě 演説者。
53 演说文 yǎnshuōwén 演説文。
54 举行演说 jǔxíng yǎnshuō スピーチを行う。
55 选举演说 xuǎnjǔ yǎnshuō 選挙演説。
56 致辞 zhìcí 儀式であいさつを述べる。
57 致词 zhìcí 儀式であいさつを述べる。
58 宣读致词 xuāndú zhìcí 式辞を読む。
59 请来宾致词 qǐng láibīn zhìcí 来賓にスピーチをお願いする。
60 在结婚典礼上致词 zài jiéhūn diǎnlǐ shàng zhìcí 結婚式でスピーチをする。
61 祝辞 zhùcí 祝詞(のりと)。祝辞。
62 祝词 zhùcí 祝詞(のりと)。祝辞。
63 致祝词 zhì zhùcí 式辞を述べる。
64 辩论 biànlùn 議論する。討論する。論争する。
65 辩论会 biànlùnhuì 討論会。ディベート。
66 辩论大会 biànlùn dàhuì 弁論大会。スピーチコンテスト。
67 辩论比赛 biànlùn bǐsài 弁論大会。スピーチコンテスト。
68 辩论者 biànlùnzhě 弁論をする者。論者。
69 发表 fābiǎo 意見などを発表する。新聞や雑誌に掲載する。人事を発令する。

70 发表会 fābiǎohuì 発表会。
71 发表研究成果 fābiǎo yánjiū chéngguǒ 研究成果を発表する。
72 发表声明 fābiǎo shēngmíng 声明を発表する。
73 发表意⻅ fābiǎo yìjiàn 意見を述べる。
74 发言 fāyán 会議などで発言する。発言。
75 发言人 fāyánrén スポークスマン。
76 他的发言很精彩 tā de fāyán hěn jīngcǎi 彼の発言はたいへんすばらしい。
77 宣布 xuānbù 宣言する。公布する。
78 主持人宣布开会 zhǔchírén xuānbù kāihuì ホストが開会を宣言する。進行役が開会を宣言する。
79 宣布闭会 xuānbù bìhuì 閉会を宣言する。
80 宣布独立 xuānbù dúlì 独立を宣言する。

講演、演説、スピーチ   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 开幕词 kāimùcí 開幕のことば。初めのあいさつ。
82 闭幕词 bìmùcí 閉幕のことば。終わりのあいさつ。
83 宣誓 xuānshì 宣誓する。
84 自我介绍 zìwǒ jièshào 自己紹介。自己紹介する。
85 仇恨言论 chóuhèn yánlùn ヘイトスピーチ。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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