
No 中国語 ピンイン 日本語

1 船 chuán 船。
2 舡 chuán 船。
3 舟 zhōu 小型の船。ボート。
4 艇 tǐng 小型の船。ボート。
5 船舶 chuánbó 船の総称。船舶。
6 船舶失事 chuánbó shīshì 船の事故。船の難破。
7 船只 chuánzhī 船の総称。
8 船只失事 chuánzhī shīshì 船の事故。船の難破。
9 失事船只 shīshì chuánzhī 漂着した難破船。
10 舟楫 zhōují 船と櫂(かい)。船全般を指す。
11 上船 shàng chuán 船に乗る。
12 坐船 zuò chuán 船に乗る。
13 搭船 dā chuán 船に乗る。
14 下船 xià chuán 船を降りる。上陸する。
15 晕船 yùnchuán 船に酔う。
16 开船 kāi chuán 船を操縦する。船が出る。出航する。
17 缆船 lǎn chuán 船をつなぐ。
18 缆舟 lǎn zhōu 船をつなぐ。
19 撑船 chēng chuán さおを使って船を進める。
20 摇船 yáo chuán 櫓(ろ)で船をこぐ。
21 划船 huá chuán 櫂(かい)で船をこぐ。
22 装船 zhuāng chuán 船積みする。
23 出航 chūháng 船が出航する。飛行機が離陸する。
24 返航 fǎnháng 船や飛行機が帰航する。
25 领航 lǐngháng 船や飛行機を案内する。ナビゲーター。パイロット。
26 航行 hángxíng 運行する。
27 航路 hánglù 航路。
28 停船 tíngchuán 停船する。
29 船运 chuányùn 船便。
30 船⻓ chuánzhǎng 船⻑。
31 船主 chuánzhǔ 船主。⼤型船の船⻑。
32 船东 chuándōng 船主。
33 舵手 duòshǒu かじ取り。指導者。リーダー。
34 船老⼤ chuánlǎodà 小舟の船⻑や⽔夫。
35 船员 chuányuán 船の乗組員。船員。
36 船工 chuángōng 船の乗組員。船⼤工。
37 船籍 chuánjí 船籍。
38 船籍港 chuánjígǎng 船籍のある港。
39 舵 duò 舵(かじ)。
40 船舵 chuánduò 舵(かじ)。
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41 方向舵 fāngxiàngduò 方向舵(ほうこうだ)。
42 船舱 chuáncāng 船室。キャビン。船倉。
43 甲板 jiǎbǎn 甲板(かんぱん)。デッキ。
44 船身 chuánshēn 船体。
45 船壳 chuánké 船体。
46 船帮 chuánbāng 船体の側面。船団。
47 船队 chuánduì 船隊。
48 船头 chuántóu 船首。へさき。
49 船首 chuánshǒu 船首。へさき。
50 船艄 chuánshāo 船尾。
51 船尾 chuánwěi 船尾。
52 船后尾儿 chuán hòuyǐr 船尾。
53 螺旋桨 luóxuánjiǎng スクリュー。プロペラ。
54 船帆 chuánfān 船の帆。
55 船篷 chuánpéng 小型木造船の日よけ。雨よけ用の覆い。船の帆。
56 船闸 chuánzhá 航行用の⽔門。高低の差の⼤きな⽔面で船を昇降、通過させる装置。

57 港口 gǎngkǒu 港湾。港の入口。
58 海港 hǎigǎng 港。
59 进港 jìngǎng 港に入る。
60 出港 chūgǎng 港を出る。
61 船埠 chuánbù 波止場。
62 船桥 chuánqiáo 船橋。ブリッジ。
63 趸船 dǔnchuán 埠頭(ふとう)に係留した浮き桟橋(さんばし)。
64 艘 sōu 船を数えることば。艘(そう)。隻(せき)。
65 艘次 sōucì 出入港した船舶の数や出入港の数を数えることば。延べ隻数。

66 一艘轮船 yī sōu lúnchuán １隻の汽船。汽船１隻。
67 只 zhī 船、日用品、動物、対になっているものの片方を数えることば。

68 一只小船 yī zhī xiǎochuán １隻の小船。小船１隻。
69 条 tiáo 細⻑いもの、項目に分れるものを数えることば。細⻑いもの。

70 一条船上的人 yī tiáo chuánshàng de rén 同じ船に乗り合わせた人。運命を共にする人。
71 小舟 xiǎozhōu 小舟。
72 小船 xiǎochuán 小舟。
73 扁舟 piānzhōu 小舟。
74 轻舟 qīngzhōu 小舟。
75 泛舟 fànzhōu 小舟を浮かべる。
76 覆舟 fùzhōu 転覆した小舟。
77 划船 huáchuán 小舟。ボート。
78 划艇 huátǐng カヌー。カヌー競技。
79 橡皮船 xiàngpíchuán ゴムボート。
80 轮船 lúnchuán 汽船。
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81 汽船 qìchuán 小型の汽船。モーターボート。
82 汽艇 qìtǐng モーターボート。
83 电船 diànchuán モーターボート。
84 火轮 huǒlúnchuán 汽船。
85 火轮船 huǒlún 汽船。
86 游览船 yóulǎnchuán 遊覧船。
87 游船 yóuchuán 遊覧船。
88 游艇 yóutǐng 遊覧船。
89 游舫 yóufǎng 遊覧船。
90 画舫 huàfǎng きれいな飾りつけをした遊覧船。
91 龙船 lóngchuán ⻯の頭を船首に飾った船。
92 龙舟 lóngzhōu ⻯の頭を船首に飾った船。
93 木船 mùchuán 木造船。
94 渡船 dùchuán 渡し舟。フェリーボート。
95 渡轮 dùlún 連絡船。フェリーボート。
96 商船 shāngchuán 商船。
97 ⺠船 mínchuán ⺠間用の船。
98 帆船 fānchuán 帆掛け船。帆船。ヨット。
99 沙船 shāchuán 浅瀬向きの⼤型木造帆船。
100 驳船 bóchuán 艀(はしけ)。平底の船舶。
101 拖船 tuōchuán タグボート。引き船。
102 拖轮 tuōlún タグボート。引き船。
103 气垫船 qìdiànchuán ホーバークラフト。
104 航船 hángchuán 定時運航している小型の船舶。定期船。航行(こうこう)している⼤型船。

105 邮船 yóuchuán ⼤型定期客船。
106 邮轮 yóulún ⼤型定期客船。
107 客船 kèchuán 客船。
108 客轮 kèlún 客船。
109 豪华游轮 háohuá yóulún 豪華客船。
110 豪华客船 háohuá kèchuán 豪華客船。
111 货船 huòchuán 貨物船。
112 货轮 huòlún 貨物船。
113 油船 yóuchuán タンカー。
114 油轮 yóulún タンカー。
115 渔船 yúchuán 漁船。
116 巡航船 xúnhángchuán 巡視船。
117 巡逻艇 xúnluótǐng 巡視船。
118 科研考察船 kēyán kǎocháchuán 観測船。
119 救生艇 jiùshēngtǐng 救命艇。救命ボート。
120 救助艇 jiùzhùtǐng 救命艇。救命ボート。
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121 救难船 jiùnànchuán 救助船。
122 海盗船 hǎidàochuán 海賊船。
123 宝船 bǎochuán 宝船。
124 运宝船 yùnbǎochuán 宝船。
125 兵舰 bīngjiàn 軍艦。
126 军舰 jūnjiàn 軍艦。
127 兵船 bīngchuán 軍艦。
128 炮艇 pàotǐng 砲艇。小型の砲艦。
129 潜艇 qiántǐng 潜⽔艦。
130 潜⽔艇 qiánshuǐtǐng 潜⽔艦。
131 ⺟舰 mǔjiàn ⺟艦。
132 航空⺟舰 hángkōng mǔjiàn 航空⺟艦。
133 宇宙⻜船 yǔzhòu fēichuán 宇宙船。
134 ⽔上交通工具 shuǐshàng jiāotōng gōngjù ⽔上交通機関。⽔上の乗り物。
135 ⽔涨船高 shuǐ zhǎng chuán gāo ⽔位が上がれば船の位置も上がる。土台があがれば、その上にあるものも高まる。

136 ⽔⻓船高 shuǐ zhǎng chuán gāo ⽔位が上がれば船の位置も上がる。土台があがれば、その上にあるものも高まる。

137 船到江心补漏迟 chuán dào jiāngxīn bǔ lòu chí 船が川の中央へ来てから⽔漏れを直そうとしても遅い。後の祭りである。

中国語学習素材館 https://toa-t-materials.com

船、船舶   4/4

4


