
No 中国語 ピンイン 日本語

1 警报 jǐngbào 警報。
2 警报声 jǐngbàoshēng 警報の音。サイレン。
3 警报响 jǐngbào xiǎng 警報が鳴る。サイレンが鳴る。
4 警报一响 jǐngbào yī xiǎng 警報が鳴る。サイレンが鳴る。
5 忽然响起警报 hūrán xiǎngqǐ jǐngbào 突然サイレンが鳴り出す。
6 拉警报 lā jǐngbào 警報を鳴らす。
7 空袭警报 kōgxí jǐngbào 空襲警報。
8 防空警报 fángkōng jǐngbào 空襲警報。
9 急救⻋响警报 jíjiùchē xiǎng jǐngbào 救急車がサイレンを鳴らす。
10 警⻋拉响警报 jǐngchē lāxiǎng jǐngbào パトカーがサイレンを鳴らす。
11 警报器 jǐngbàoqì 警報器。
12 警报器声 jǐngbàoqì shēng 警報器の音。サイレン。
13 拉响警报器 lāxiǎng jǐngbàoqì 警報器を鳴らす。サイレンを鳴らす。
14 警报器正在响 jǐngbàoqì zhèngzài xiǎng 警報器が今鳴っている。
15 发出紧急警报 fāchū jǐnjí jǐngbào 緊急警報を発する。
16 警报灯 jǐngbào dēng 警報ランプ。
17 报警 bàojǐng 警察に通報する。警報を出す。
18 报警器 bàojǐngqì 警報器。
19 报警装置 bàojǐng zhuāngzhì 警報装置。
20 烟雾报警器一直响 yānwù bàojǐngqì yīzhí xiǎng 煙感知器が鳴り続ける。
21 警铃 jǐnglíng 非常ベル。
22 按警铃 àn jǐnglíng 非常ベルを押す。非常ベルを鳴らす。
23 笛 dí 鋭い音を出すもの。横笛。
24 笛儿 dír 横笛。
25 笛子 dízi 竹製の横笛。
26 笛声 díshēng 笛の音。かん高い音。
27 笛声一响 díshēng yī xiǎng 笛の音が鳴る。
28 警笛 jǐngdí 警笛。サイレン。
29 警笛儿 jǐngdír 警笛。サイレン。
30 警笛声 jǐngdíshēng 警笛の音。
31 消防⻋警笛声 xiāofángchē jǐngdíshēng 消防車のサイレンの音。
32 汽笛 qìdí 汽笛。汽笛の音。
33 汽笛声 qìdíshēng 汽笛の音。サイレンの音。
34 鸣汽笛 míng qìdí 汽笛を鳴らす。サイレンを鳴らす。
35 列⻋的汽笛声 lièchē de qìdíshēng 列車の汽笛の音。
36 轮船汽笛声 lúnchuán qìdíshēng 汽船の汽笛の音。
37 喇叭 lǎba ラッパ。ラッパの音や形に似たもの。
38 汽⻋喇叭 qìchē lǎba 自動車のクラクション。
39 按喇叭 àn lǎba クラクションを鳴らす。
40 吹喇叭 chuī lǎbā ラッパを吹く。人をほめそやす。
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41 哨子 shàozi 呼び子。
42 哨子声 shàozishēng ホイッスルの音。
43 吹哨子 chuī shàozi ホイッスルを吹き鳴らす。
44 号笛 hàodí 合図の笛。
45 信号笛 xìnhàodí 合図の笛。
46 号笛响起 hàodí xiǎngqǐ ホイッスルが鳴る。
47 鸣笛 míngdí 汽笛やサイレンなどを鳴らす。
48 警⻋鸣笛 jǐngchē míngdí パトカーが音を鳴らす。
49 警⻋呜呜响 jǐngchē wū wū xiǎng パトカーがウーウー鳴る。
50 警⻋闪红灯 jǐngchē shǎn hóngdēng パトカーが赤色灯を光らす。
51 闪着红蓝灯光 shǎn zhe hóng lán dēngguāng 赤と⻘のライトを光らしている。
52 闹钟 nàozhōng 目覚まし時計。
53 闹钟声 nàozhōngshēng 目覚まし時計の音。
54 闹钟响起 nàozhōng xiǎngqǐ 目覚まし時計が鳴り出す。
55 钟声 zhōngshēng 鐘の音。時計の時報の音。
56 寺庙的钟声 sìmiào de zhōng shēng 寺の鐘の音。
57 报时的钟声 bàoshí de zhōngshēng 時刻を知らせる鐘の音。チャイム。
58 通知 tōngzhī 知らせる。通知する。知らせ。通知。
59 通知音 tōngzhīyīn 通知音。
60 通知声音 tōngzhī shēngyīn 通知音。
61 通知音效 tōngzhī yīnxiào 通知の音響効果。通知音。
62 铃 líng 鈴。ベル。
63 铃儿 língr 鈴。ベル。
64 课铃 kèlíng 授業のベル。
65 上课铃 shàngkè líng 授業開始のベル。
66 铃声 língshēng 鈴の音。ベルの音。
67 手机铃声 shǒujī língshēng 携帯電話の着信音。
68 来电铃声 láidiàn língshēng 電話の着信音。
69 通知铃声 tōngzhī língshēng 通知音。
70 上课开始的铃声响起 shàngkè kāishǐ de língshēng xiǎngqǐ 授業開始のチャイムが鳴る。
71 来电乐曲 láidiàn yuèqǔ 着メロ。着うた。
72 来电信号 láidiàn xìnhào 着信信号。
73 手机信号声 sǒujī xìnhào shēng 携帯電話の信号音。携帯電話の着信音。
74 门铃 ménlíng 門や玄関の呼び鈴。チャイム。
75 门铃儿 ménlíngr 門や玄関の呼び鈴。チャイム。
76 按门铃 àn ménlíng チャイムを鳴らす。
77 电铃 diànlíng 電動のベル。
78 电铃声 diànlíngshēng ベルの音。
79 按电铃 àn diànlíng ベルを押す。
80 电铃响 diànlíng xiǎng ベルが鳴る。
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81 ⻋铃 chēlíng 自転車などのベル。
82 振铃 zhènlíng 鈴を振って鳴らす。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com
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