
No 中国語 ピンイン 日本語

1 海 hǎi 海。大きな湖。
2 大海 dàhǎi 海。大海。大海原。
3 一片大海 yīpiàn dàhǎi 広々とした大海。
4 碧海 bìhǎi ⻘い海。⻘海原。
5 海洋 hǎiyáng 海洋。
6 海洋生物 hǎiyáng shēngwù 海洋生物。
7 洋 yáng 大海。海洋。外国の。様式の。近代的な。
8 大洋 dàyàng 大海。大洋。旧一元銀貨。
9 太平洋 Tàipíngyáng 太平洋。
10 大⻄洋 Dàxīyáng 大⻄洋。
11 印度洋 Yìndùyáng インド洋。
12 北冰洋 Běibīngyáng 北極海。
13 南冰洋 Nánbīngyáng 南極海。
14 海上 hǎishàng 海上。上海の別称。
15 海上交通 hǎishàng jiāotōng 海上交通。
16 海上航路 hǎishàng hánglù 海上航路。
17 海上航道 hǎishàng hángdào 海上航路。シーレーン。
18 海面 hàimiàn 海面。
19 海里 hǎili 海中。
20 海里 hǎilǐ 距離の単位の海里。
21 海中 hǎizhōng 海中。
22 领海 lǐnghǎi 領海。
23 海水 hǎishuǐ 海水。
24 海水浴 hǎishuǐyù 海水浴。
25 浅滩 qiǎntān 浅瀬。
26 深海 shēnhǎi 深海。
27 海底 hǎidǐ 海底。
28 珊瑚礁 shānhújiāo サンゴ礁。
29 波 bō 波。波動。
30 浪 làng 大きな波。潮(うしお)。大規模な社会運動。時代の大きな変化。

31 浪大 làng dà 波が高い。
32 起浪 qǐ làng 波が立つ。
33 ⻛平浪静 fēng píng làng jìng 波が静かである。波が静まる。
34 波平浪静 bō píng làng jìng 波が静かである。波が静まる。
35 被浪吞没 bèi làng tūnmò 波にのまれる。
36 被浪冲走 bèi làng chōng zǒu 波に押し流される。波にさらわれる。
37 浪花 lànghuā 波。波しぶき。
38 大浪 dàlàng 大波。
39 大波大浪 dàbō dàlàng 大波。
40 巨浪 jùlàng 大波。
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41 被巨浪摇动 bèi jùlàng yáodòng 大波に揺られる。
42 激浪 jīlàng 荒波。怒涛。
43 波浪 bōlàng 波。
44 波浪声 bōlàng shēng 波の音。
45 波浪起伏 bōlàng qǐfú 波がうねる。
46 波浪翻滚 bōlàng fānggǔn 波が逆巻く。
47 波浪滔天 bōlàng tāotiān 波が極めて高い。
48 海浪 hǎilàng 海の波。
49 海浪汹涌 hǎilàng xiōngyǒng 波が荒い。海が荒れる。
50 波涛 bōtāo 波濤(はとう)。大波。
51 波涛汹涌 bōtāo xiōngyǒng 波が荒い。海が荒れる。
52 浪涛 làngtāo 波濤(はとう)。大波。
53 浪涛声 làngtāoshēng 波音。
54 浪涛滚滚 làngtāo gǔngǔn 大波が逆巻く。
55 洪波 hóngbō 大波。
56 洪涛 hóngtāo 大波。
57 涛声 tāoshēng 波音。
58 海涛声 hǎitāoshēng 波音。
59 微波 wēibō マイクロ波。さざ波。
60 波纹 bōwén 波紋。
61 ⻛浪 fēnglàng 風と波。風によって起こる波。世間の荒波。
62 海啸 hǎixiào 津波。
63 发生海啸 fāshēng hǎixiào 津波が発生する。
64 潮 cháo 潮(しお)。
65 涨潮 zhǎngcháo 潮(しお)が満ちる。満潮になる。
66 满朝 mǎncháo 潮(しお)が満ちる。満潮になる。
67 落潮 luòcháo 潮(しお)が引く。
68 退潮 tuìcháo 潮(しお)が引く。
69 潮涨了 cháo zhǎng le 潮(しお)が満ちた。
70 潮落了 cháo luò le 潮(しお)が引いた。
71 潮流 cháoliú 潮(しお)の流れ。時代の流れ。
72 海流 hǎiliú 海流。
73 洋流 yángliú 海流。
74 潮水 cháoshuǐ 潮(うしお)。海面の水位の昇降。
75 海潮 hǎicháo 潮(うしお)。海面の水位の昇降。
76 潮汐 cháoxī 潮(うしお)。海面の水位の昇降。
77 浪潮 làngcháo 大きな波。潮(うしお)。大規模な社会運動。時代の大きな変化。

78 浪潮汹涌 làngcháo xiōngyǒng 大波がわき立つ。
79 旋流 xuánliú 渦潮(うずしお)。
80 海岸 hǎi'àn 海岸。

海   2/3

2



No 中国語 ピンイン 日本語

81 海岸线 hǎi'ànxiàn 海岸線。
82 沿海 yánhǎi 沿海。
83 海滨 hǎibīn 海のそば。海浜。
84 海滨浴场 hǎibīn yùchǎng 海水浴場。
85 海滨之家 hǎibīn zhī jiā 海の家。
86 海滨城市 hǎibīn chéngshì 沿海都市。
87 海边 hǎibiān 海辺。
88 海滩 hǎitān 海辺の砂浜。
89 沙滩 shātān 砂浜。
90 拾潮 shícháo 引き潮のとき、干潟(ひがた)で海産物を採る。
91 赶海 gǎnhǎi 引き潮のとき、干潟(ひがた)で海産物を採る。
92 出海 chūhǎi 船で海に出る。
93 出海打⻥ chūhǎi dǎ yú 沖へ漁に出る。
94 出海捕⻥ chūhǎi bǔ yú 沖へ漁に出る。
95 出海钓⻥ chūhǎi diàoyú 沖へ釣りに出る。
96 下海 xiàhǎi 海に⼊る。漁⺠などが海に出る。プロの俳優になる。役⼈や学者が商売に転⾝する。

97 渡海 dùhǎi 海を渡る。
98 航海 hánghǎi 航海する。航海。
99 破浪 pòlàng 船が波をけたてて進む。困難を恐れず前に進む。
100 海港 hǎigǎng 港。
101 码头 mǎtou 波止場。埠頭(ふとう)。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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