
No 中国語 ピンイン 日本語

1 河 hé 川。⽔路。⻩河。
2 这条河 zhè tiáo hé この川。
3 那条河 nà tiáo hé あの川。その川。
4 一条河 yī tiáo hé １本の川。
5 江 jiāng ⼤きな川。⻑江。揚⼦江。
6 河流 héliú 川の流れ。河川。
7 合流 héliú 川が合流する。思想や行動が一致する。異なる流派が一つになる。

8 河川 héchuān 河川。
9 江河 jiānghé 河川。
10 ⼤河 dàhé ⼤河。⻩河。
11 ⼤川 dà chuān ⼤きな川。
12 小河 xiǎohé 小川。
13 小溪 xiǎoxī 小川。
14 内河 nèihé 国内を流れる河川。
15 内核 nèihé 事件や問題の核心。地核の内部。
16 运河 yùnhé 運河。
17 ⻓江 Chángjiāng ⻑江。揚⼦江。
18 ⻩河 Huánghé ⻩河。
19 尼罗河 Níluó hé ナイル川。
20 亚⻢孙河 Yàmǎsūn hé アマゾン川。
21 湄公河 Méigōng hé メコン川。
22 信浓河 Xìnnóng hé 信濃川。
23 利根河 Lìgēn hé 利根川。
24 苏伊士运河 Sūyīshì yùnhé スエズ運河。
25 河口 hékǒu 河口。
26 河边 hébiān 川辺。川岸。
27 河边儿 hébiānr 川辺。川岸。
28 河岸 hé'àn 川岸。
29 江岸 jiāng'àn ⼤きな川の岸。
30 河干 hégān 川のほとり。
31 江干 jiānggān 川のほとり。
32 河面 hémiàn 川面。
33 河里 héli 川の中。
34 河底 hédǐ 川底。
35 干流 gànliú 河川の主流。
36 主流 zhǔliú 主流。本質的なもの。主要なもの。
37 支流 zhīliú 支流。二の次のもの。
38 源头 yuántóu ⽔源。
39 源流 yuánliú 源流。事物の起源と発展。
40 瀑布 滝。瀑布(ばくふ)。
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41 瀑布潭 pùbùtán 滝つぼ。
42 上流 shàngliú 川の上流。川上。社会的地位の高い。上流の。
43 上游 shàngyóu 川の上流。先進者。高い目標。
44 下流 xiàliú 下流。川下。下品だ。卑しい。
45 下流话 xiàliúhuà 下品な言葉。下ネタ。
46 下游 xiàyóu 川の下流。河口付近。立ち遅れている状態。
47 下⽔ xiàshuǐ 川を下る。下りの。⽔に入る。進⽔する。⽔につけて知縮ませる。悪の道に入る。

48 下⽔ xiàshui 食用にする家畜の内臓。
49 河⽔ héshuǐ 川の⽔。
50 河⽔泛滥 héshuǐ fànlàn 川の⽔が氾濫(はんらん)する。
51 河⽔干枯 héshuǐ gānkū 川の⽔が枯れる。川の⽔が干上がる。
52 河⽔干涸 héshuǐ gānhé 川の⽔が枯れる。川の⽔が干上がる。
53 河⽔干了 héshuǐ gān le 川の⽔が枯れた。川の⽔が干上がった。
54 流⽔ liúshuǐ 流れる⽔。絶え間なく続くこと。
55 ⽔势 shuǐshì 流れる⽔の勢い。
56 流向 liúxiàng ⽔の流れる方向。人や物資の流れ。
57 流量 liúliàng 川などの流量。交通量。
58 流域 liúyù 流域。
59 天河 tiānhé 天の川。
60 银河 yínhé 銀河。天の川。
61 星河 xīnghé 銀河。天の川。
62 河汉 héhàn 天の川。誇⼤な話。
63 明河 mínghé 天の川。銀河。
64 冥河 mínghé 三途の川。
65 渡冥河 dù mínghé 三途の川を渡る。
66 渡河 dùhé 川を渡る。
67 过河 guò hé 川を越える。
68 顺流而下 shùn liú ér xià 下へ下る。川を下る。
69 逆流而上 nìliú ér shàng 流れに逆らって上る。川をさかのぼる。
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