
No 中国語 ピンイン 日本語

1 舞 wǔ 踊り。ダンス。踊りを踊る。舞い上がる。振り回す。もてあそぶ。

2 舞蹈 wǔdǎo 踊り。ダンス。踊りを踊る。
3 手舞足蹈 shǒu wǔ zú dǎo 手は舞い足は踊る。踊り上がらんばかりに喜ぶ。
4 雀跃 quèyuè うれしくて小躍りする。飛び跳ねる。
5 跳 tiào 飛ぶ。跳び上がる。はずむ。どきどきする。順番を飛ばす。
6 跳舞 tiàowǔ ダンスを踊る。
7 跳跃 tiàoyuè 跳びはねる。ジャンプする。
8 弹跳 tántiào 弾力を利用して跳び上がる。
9 蹦 bèng ジャンプする。飛び跳ねる。昆虫がはねる。きっぱり言うことのたとえ。

10 蹦跳 bèngtiào ぴょんぴょん跳びはねる。躍り上がる。
11 表演 biǎoyǎn 演じる。上演する。実演する。演技をする。わざとらしいふるまいをする。

12 单人舞 dānrénwǔ ソロダンス。
13 双人舞 shuāngrénwǔ 二人でするダンス。
14 交谊舞 jiāoyìwǔ 社交ダンス。
15 交际舞 jiāojìwǔ 社交ダンス。
16 社交舞蹈 shèjiāo wǔdǎo 社交ダンス。
17 芭蕾舞 bālěiwǔ バレエ。
18 ⺠族舞蹈 mínzú wǔdǎo ⺠俗的な舞踊。フォークダンス。
19 传统舞蹈 chuántǒng wǔdǎo 伝統的な踊り。
20 草裙舞 cǎoqúnwǔ フラダンス。
21 ⻄班⽛舞 xībānyáwǔ フラメンコ。
22 探戈舞 tàngēwǔ タンゴのダンス。
23 伦巴 lúnbā ルンバ。
24 桑巴舞 sāngbāwǔ サンバダンス。
25 森巴舞 sāngbāwǔ サンバダンス。
26 肚皮舞 dùpíwǔ ベリーダンス。
27 哥萨克舞 gēsàkèwǔ コサックダンス。
28 爱尔兰舞蹈 ài'ěrlán wǔdǎo アイリッシュダンス。
29 日本舞蹈 rìběn wǔdǎo 日本舞踊。
30 盂兰盆会舞 yúlánpénhuìwǔ 盆踊り。
31 盂兰盆节的舞蹈 yúlánpénjié de wǔdǎo 盆踊り。
32 阿波舞 ābōwǔ 阿波踊り。
33 艺术体操 yìshù tǐcāo 新体操。
34 韵律体操 yùnlǜ tǐcāo 新体操。
35 健美操 jiànměicāo エアロビクス。
36 健身操 jiànshēncāo エアロビクス。
37 有氧操 yǒuyǎngcāo エアロビクス。
38 有氧运动 yǒuyǎng yùndòng エアロビクス。
39 啦啦操 lālācāo チアダンス。
40 爵士舞 juéshìwǔ ジャズダンス。
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41 扭摆舞 niǔbǎiwǔ ツイスト。
42 摇摆舞 yáobǎiwǔ スイングダンス。ゴーゴーダンス。
43 踢踏舞 tītàwǔ タップダンス。
44 廸斯克舞 dísīkèwǔ ディスコダンス。
45 街舞 jiēwǔ ストリートダンス。
46 尬舞 gàwǔ ダンスバトル。
47 霹雳舞 pīlìwǔ ブレイクダンス。
48 布莱克舞 bùláikèwǔ ブレイクダンス。
49 嘻哈舞蹈 xīhā wǔdǎo ヒップホップダンス。
50 机器人舞 jīqìrénwǔ ロボットダンス。
51 曳步舞 yèbùwǔ シャッフルダンス。
52 樱花舞 yīnghuāwǔ パラパラダンス。
53 ParaPara舞 ParaPara wǔ パラパラダンス。
54 广场舞 guǎngchǎngwǔ 広場等で行われる集団ダンス。
55 社会摇 shèhuìyáo 中国流ストリートダンス。
56 迈克尔杰克逊 Màikè'ěr Jiékèxùn マイケルジャクソン。
57 迈克尔杰克逊的舞蹈 Màikè'ěr Jiékèxùn de wǔdǎo マイケルジャクソンのダンス。
58 艳舞 yànwǔ セクシーダンス。
59 脱衣舞 tuōyīwǔ ストリップダンス。
60 裸舞 luǒwǔ 裸踊り。
61 跳芭蕾舞 tiào bālěiwǔ バレエを踊る。
62 跳伦巴 tiào lúnbā ルンバを踊る。
63 跳廸斯克舞 tiào dísīkèwǔ ディスコダンスを踊る。
64 跳起舞来 tiào qǐ wǔ lái 踊り出す。
65 开始跳舞 kāishǐ tiàowǔ 踊り出す。
66 跳累了 tiào lèi le 踊り疲れた。
67 跳到天明 tiào dào tiānmíng 踊り明かす。
68 一起跳个舞好吗？ yīqǐ tiào ge wǔ hǎo ma いっしょに踊りませんか。
69 跳了一场舞 tiào le yī cháng wǔ １度踊った。
70 试着跳了舞 shì zhe tiào le wǔ 踊ってみた。
71 舞厅 wǔtīng ダンスホール。
72 舞场 wǔchǎng ダンスホール。
73 舞池 wǔchí ダンスフロア。
74 舞蹈动作 wǔdǎo dòngzuò ダンスの振り付け。
75 舞蹈课 wǔdǎokè ダンスレッスン。
76 舞蹈团 wǔdǎotuán ダンスチーム。
77 舞会 wǔhuì ダンスパーティー。
78 开舞会 kāi wǔhuì 舞踏会を開く。
79 面具舞会 miànjù wǔhuì 仮面舞踏会。
80 化妆舞会 huàzhuāng wǔhuì 仮面舞踏会。
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81 舞剧 wǔjù 舞踏劇。
82 舞伴 wǔbàn ダンスの相手。
83 舞蹈家 wǔdǎojiā 舞踊家。
84 舞踏演员 wǔdǎo yǎnyuán 舞踏家。
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