
No 中国語 ピンイン 日本語

1 山 shān 山。
2 这山 zhè shān この山。
3 那山 nà shān あの山。
4 一座山 yī zuò shān 一つの山。
5 这座山 zhè zuò shān この山。
6 那座山 nà zuò shān あの山。
7 喜玛拉雅山 Xǐmǎlāyǎshān ヒマラヤ山。
8 阿尔卑斯山 Ā'ěrbēisīshān アルプス山。
9 富士山 Fùshìshān 富士山。
10 山脉 shānmài 山脈。山なみ。
11 一条山脉 yītiáo shānmài 一筋の山脈。
12 喜玛拉雅山脉 Xǐmǎlāyǎ shānmài ヒマラヤ山脈。
13 山峦 shānluán 山なみ。連山。
14 连山 liánshān 山なみ。連山。
15 群山 qúnshān 連山。丘陵(きゅうりょう)。
16 山岭 shānlǐng 連なった尾根。連峰(れんぽう)。
17 山陵 shānlíng 山岳。帝王の陵墓(りょうぼ)。
18 冈峦 gāngluán 連なった山並み。
19 山系 shānxì 山地群。山系(さんけい)。
20 山峰 shānfēng 山の峰。
21 山梁 shānliáng 山の尾根。
22 山脊 shānjǐ 山の尾根。山の背。
23 山岳 shānyuè 高い山。山岳(さんがく)。
24 高山 gāoshān 高い山。高山。
25 小山 xiǎoshān 小山。丘。
26 山包 shānbāo 丘。小山。
27 山冈 shāngāng 丘。小高い山。
28 山顶 shāndǐng 山頂。
29 山颠 shāndiān 山頂。
30 山头 shāntóu 山頂。
31 顶峰 dǐngfēng 最高峰。
32 顶⻛ dǐngfēng 風に向かう。向かい風。法令や政策に公然と抵抗する。
33 高峰 gāofēng 高い山。ピーク。最高点。絶頂期。
34 山里 shānli 山の中。山中。
35 山中 shānzhōng 山の中。山中。
36 山中小房 shānzhōng xiǎofáng 山小屋。
37 山中小屋 shānzhōng xiǎowū 山小屋。
38 深山 shānshān 人里離れた奥深い山。深山。
39 山区 shānqū 山間部。
40 山地 shāndì 山地。山の上の耕地。
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41 山下 shānxià 山のふもと。
42 山脚 shānjiǎo 山すそ。ふもと。
43 山脚底下 shānjiǎo dǐxià 山のふもと。
44 山麓 shānlù 山すそ。山麓(さんろく)。
45 山路 shānlù 山道。
46 山径 shānjìng 山道。
47 山坡 shānpō 山の斜面。山坂。
48 山村 shāncūn 山村。山あいの村。
49 山庄 shānzhuāng 山村。山荘。別荘。
50 山寨 shānzhài 山中に築いたとりで。とりでのあり山村。
51 山沟 shāngōu 山あい。谷間。谷川。峡谷(きょうこく)。
52 山川 shānchuān 山や川。
53 山河 shānhé 山河。祖国。郷土。
54 山野 shānyě 山野。山と野原。
55 山林 shānlín 山林。
56 山水 shānshuǐ 山から流れ出る水。山や川のある自然の風景。山水画。
57 山⻛ shānfēng 山風。
58 山洞 shāndòng 山の洞穴。
59 山崖 shānyá 山の崖(がけ)。
60 土山 tǔshān 土の山。
61 矿山 kuàngshān 鉱山。
62 火山 huǒshān 火山。
63 雪山 xuěshān 雪山。
64 冰山 bīngshān 氷山におおわれた高山。氷山。当てにならない後ろ盾のたとえ。

65 爬山 páshān 山登りをする。登山。
66 登山 dēngshān 山に登る。登山をする。
67 上山 shàngshān 山に入る。山に登る。山地に住み着く。
68 下山 xiàshān 山を降りる。太陽が地平線に沈む。
69 山间的回声 shān jiān de huíshēng 山びこ。山のこだま。
70 山谷的回声 shāngǔ de huíshēng 山びこ。山のこだま。
71 山崩 shānbēng 山崩れ。
72 堆 duī 積む。高く積み上げたもの。山。
73 堆儿 duīr 高く積み上げたもの。山。
74 土堆 tǔduī 土の山。
75 草堆 cǎoduī 草の山。
76 一堆苹果 yī duī píngguǒ リンゴのひと盛り。
77 成堆 chéngduī 山積みになる。
78 问题成堆 wèntí chéngduī 問題が山積する。
79 堆积 duījī 積み上げる。積み重ねる。
80 堆积如山 duījī rú shān 山のように積み上げる。
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81 垛 duò 農作物、れんがなどを積み上げた山。きちんと積み上げる。
82 ⼀垛稻草 yī duǒ dàocǎo 稲わらのひと山。
83 摞 luò 物を重ねて置く。
84 ⼀摞砖 yī luò zhuān ひと山のれんが。
85 山积 shānjī 山積みになっている。
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