
No 中国語 ピンイン 日本語

1 骨 gǔ 骨。
2 伞骨 sǎngǔ 傘の骨。
3 骨头 gǔtou 骨。人柄。性格。
4 骨头架子 gǔtou jiàzi 骨格(こっかく)。とても痩せた人。
5 骨骼 gǔgé 骨格(こっかく)。
6 骨殖 gǔshi 骸骨(がいこつ)。
7 骨子 gǔzi 道具などの骨。
8 伞骨子 sǎngǔzi 傘の骨。
9 鱼刺 yúcì 魚の小骨。
10 鱼刺儿 yúcìr 魚の小骨。
11 骨架 gǔjià 建物などの骨組み。
12 骨气 gǔqì 不屈の精神。気概。気骨。書道の筆の勢い。
13 骨器 gǔqì 石器時代に動物の骨で作った道具。
14 骨科 gǔkē 整形外科。
15 正骨 zhènggǔ 整骨。接骨。
16 接骨 jiēgǔ 接骨する。
17 人骨 réngǔ 人骨(じんこつ)。
18 头盖骨 tóugàigǔ 頭蓋骨(ずがいこつ)。
19 颈椎 jǐngzhuī 頸椎(けいつい)。
20 锁骨 suǒgǔ 鎖骨(さこつ)。
21 肩胛骨 jiānjiǎgǔ 肩甲骨(けんこうこつ)。
22 胛骨 jiǎgǔ 肩甲骨(けんこうこつ)。
23 腕骨 wàngǔ 腕の骨。腕骨(わんこつ)。
24 肱骨 gōnggǔ 上腕骨(じょうわんこつ)。
25 前臂骨 qiánwàngǔ 前腕骨(ぜんわんこつ)。
26 胸骨 xiōnggǔ 胸骨(きょうこつ)。
27 肋骨 lèigǔ 肋骨(じょこつ)。あばら骨。
28 脊梁骨 jǐlianggǔ 背骨。
29 脊梁柱 jǐliang zhù 背骨のようなもの。重要な屋台骨。重要な柱。
30 脊柱 jǐzhù 脊柱(せきちゅう)。
31 腰椎 yāozhuī 腰椎(ようつい)。
32 骨盆 gǔpén 骨盤(こつばん)。
33 尾骨 wěigǔ 尾てい骨。
34 腿骨 tuǐgǔ 足の骨。
35 大腿骨 dàtuǐgǔ 大腿骨(だいたいこつ)。
36 胫骨 jìnggǔ 脛骨(けいこつ)。
37 腓骨 féigǔ 腓骨(ひこつ)。
38 骨折 gǔzhé 骨折する。骨折。
39 骨折了 gǔzhé le 骨折した。
40 粉碎性骨折 fěnsuìxìng gǔzhé 複雑骨折。
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41 腿骨折了 tuǐgǔ zhé le 足の骨を折った。
42 腿骨开裂了 tuǐgǔ kāiliè le 足の骨にひびが入った。
43 骨质疏松症 gǔzhì shūsōngzhèng 骨粗鬆症(こつそしょうしょう)。
44 钙 gài カルシウム。
45 钙缺乏 gài quēfá カルシウム欠乏。
46 缺钙 quē gài カルシウム欠乏。
47 骨髓 gǔsuǐ 骨髄。
48 深入骨髓 shēnrù gǔsuǐ 骨の髄まで染みている。
49 恨入骨髓 hèn rù gǔsuǐ 恨み骨髄に徹する。心の底から恨む。
50 坏人坏到骨髓了 huàirén huài dào gǔsuǐ le 悪人は骨の髄まで腐っている。
51 刻骨 kègǔ しっかり覚えて忘れない。
52 刻骨铭心 kè gǔ míng xīn 心に留めて忘れない。
53 镂骨铭心 lòu gǔ míng xīn 心に留めて忘れない。
54 入骨 rùgǔ 極限に達する。
55 恨之入骨 hèn zhī rù gǔ 恨み骨髄に徹する。心の底から恨む。
56 刺骨 cìgǔ 寒さが骨身にしみる。
57 寒风刺骨 hánfēng cìgǔ 寒風が骨身にしみる。
58 敲骨吸髓 qiāo gǔ xī suǐ 骨の髄までしゃぶりつくす。
59 毛骨悚然 máo gǔ sǒng rán 身の毛がよだつ。恐れおののく。
60 埋骨 máigǔ 骨を埋める。葬儀をする。
61 骨灰 gǔhuī 火葬した灰。遺骨。動物の骨を焼いた灰。
62 拣骨灰 jiǎn gǔhuī 遺骨を拾う。
63 捡骨灰 jiǎn gǔhuī 遺骨を拾う。
64 撒骨灰 sǎ gǔhuī 散骨(さんこつ)する。
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