
No 中国語 ピンイン 日本語

1 ⻛ fēng 風。ひとの便り。消息。うわさ。
2 ⻛儿 fēngr ひとの便り。消息。
3 刮⻛ guāfēng 風が吹く。
4 刮了一阵⻛ guā le yī zhèn fēng ひとしきり風が吹いた。
5 ⻛吹 fēng chuī 風が吹く。
6 吹⻛ chuīfēng 風に当たる。ドライヤーをかける。前もって知らせておく。
7 吹⻛机 chuīfēngjī ドライヤー。
8 起⻛了 qǐ fēng le 風が吹きだした。
9 ⻛住了 fēng zhù le 風がやんだ。
10 ⻛大 fēng dà 風が強い。
11 ⻛很大 fēng hěn dà 風が強い。
12 春⻛ chūnfēng 春の風。にこやかな表情。
13 秋⻛ qiūfēng 秋風。木枯らし。人にたかる。
14 北⻛ běifēng 北風。
15 寒⻛ hánfēng 寒風。北風。木枯らし。
16 热⻛ rèfēng 熱風。
17 暖⻛ nuǎnfēng 暖かい風。
18 凉⻛ liángfēng 涼しい風。
19 飔 sī 涼しい風。
20 冷⻛ lěngfēng 寒風。陰口。
21 微⻛ wēifēng 微風。そよ風。
22 轻⻛ qīngfēng 軽風。微風。
23 软⻛ ruǎnfēng 微風。
24 和⻛ héfēng おだやかな風。そよ風。
25 小⻛ xiǎofēng 弱い風。
26 强⻛ qiángfēng 強風。
27 大⻛ dàfēng 強風。
28 大⻛警报 dàfēng jǐngbào 強風警報。
29 刮大⻛ guā dàfēng 大風が吹く。
30 烈⻛ lièfēng 激しい風。暴風。
31 狂⻛ kuángfēng 暴風。
32 狂⻛大作 kuángfēng dàzuò 暴風が荒れ狂う。
33 羊角 yángjiǎo つむじ風。
34 扶摇 fúyáo 下から上に向かって吹くつむじ風。旋回して上昇する。
35 ⻛雨 fēngyǔ 風雨。苦労。困難。
36 暴⻛雨 bàofēngyǔ 暴風雨。あらし。
37 急⻛暴雨 jí fēng bào yǔ 急に襲ってくる激しい風雨。
38 ⻛雷 fēngléi 暴風と雷。すさまじい勢い。
39 ⻛雪 fēngxuě 風雪。
40 大⻛雪 dà fēngxuě 吹雪(ふぶき)。
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41 暴⻛雪 bàofēngxuě 暴風雪。
42 ⻛吹雪 fēngchuīxuě 吹雪(ふぶき)。
43 雪暴 xuěbào 雪あらし。
44 ⻛浪 fēnglàng 風波。世間の荒波。
45 ⻛暴 fēngbào あらし。暴風雨。大規模で激しい事件や騒動。
46 沙暴 shābào 砂あらし。
47 尘暴 chénbào 砂あらし。
48 沙尘暴 shāchénbào 砂あらし。
49 旋⻛ xuànfēng つむじ風。
50 大旋⻛ dàxuànfēng 大旋風(だいせんぷう)。⻯巻。
51 龙卷⻛ lóngjuǎnfēng ⻯巻。
52 台⻛ táifēng 台風。役者の芸風。
53 台⻛眼 táifēngyǎn 台風の目。
54 台⻛会来 táifēng huì lái 台風がやって来る。
55 台⻛正在接近中 táifēng zhèngzài jiējìn zhōng 台風はただ今接近中。
56 台⻛正在接近日本 táifēng zhèngzài jiējìn Rìběn 台風はただ今日本に接近。
57 神⻛ shénfēng 神風。
58 ⻛力 fēnglì 風力。
59 ⻛势 fēngshì 風の強さ。形勢。情勢。
60 ⻛量 fēngliàng 風量。
61 ⻛向 fēngxiàng 風向き。情勢。なりゆき。
62 ⻛速 fēngsù 風速。
63 顺⻛ shùnfēng 順風。追い風。追い風だ。
64 ⻛向是顺⻛ fēngxiàng shì shùnfēng 風は追い風だ。
65 打头⻛ dǎtóufēng 向かい風。
66 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。
67 逆⻛ nìfēng 風に逆らう。逆風。向かい風。
68 迎⻛ yíngfēng 風に向かう。風になびく。
69 迎面⻛ yíngmiànfēng 向かい風。
70 戗⻛ qiāngfēng 風に向かう。
71 戗⻛航行 qiāngfēng hángxíng 風に向かって航行する。
72 上⻛ shàngfēng 風上(かざかみ)。優位。優勢。
73 下⻛ xiàfēng 風下(かざしも)。不利な立場。劣勢。
74 通⻛ tōngfēng 風を通す。風通し。情報をもらす。
75 背⻛ bèifēng 風が直接当たらない。
76 背⻛的地方 bèifēng de dìfang 風が当たらないところ。
77 招⻛ zhāofēng 人の注意を引いて災いを招く。風当りが強い。
78 伤⻛ shāngfēng 風邪をひく。風邪。
79 感冒 gǎnmào 風邪をひく。風邪。
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