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第十五課 総合復習 
 

一 復習 
No. ピンイン 漢字 日本語訳 

1 ā yí 阿姨 おばさん 
2 è 饿 お腹がすいた 
3 wǔ 五 5 
4 yú 鱼 魚 
5 bà ba 爸爸 お父さん、ちち 
6 māma 妈妈 お母さん、はは 
7 má pó (dòu)fu 麻婆豆腐 マーボー豆腐 
8 bǐ 笔 ペン 
9 mǐ 米 米 

10 dìdi 弟弟 おとうと 
11 tā 他 彼 
12 tā 她 彼女 
13 nǐ 你 あなた 
14 lè 乐 笑う 
15 nǚ 女 女性 
16 gēge 哥哥 お兄さん、あに 
17 kě 渴 のどが渇く 
18 kǔ 苦 苦い 
19 hē 喝 飲む 
20 hǔ 虎 虎 
21 jī 鸡 鶏 
22 jì 寄 郵送する、送る 
23 qī 七 ７ 
24 xǐ 洗 洗う 
25 jǔ 举 上に挙げる 
26 qù 去 行く 
27 cā  擦 拭く 
28 zǐ sè  紫色 紫色 
29 sì  四 4 
30 zì  字 字、文字 
31 cù 醋 お酢 
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32 shí  十 10 
33 zhīshi  知识 知識 
34 chī  吃 食べる 
35 rìlì  日历 カレンダー 
36 rè  热 暑い 

37 zhùchù  住处 
(1) 住む所,住まい 
(2) 宿泊する所 

38 chūzū chē 出租车 タクシー 
39 shū 书 本 
40 bēizi  杯子 コップ 
41 měilì  美丽 美しい、きれい 
42 lèi  累 疲れる 
43 mǎi  买 買う 
44 shuǐguǒ  水果 果物 
45 jiāo fèi  交费 支払う 
46 liù  六 ６ 
47 jiǔ  九 ９ 
48 huāchá  花茶 ジャスミン茶 
49 zuǒyòu  左右 左と右、左右する 
50 píjiǔ  啤酒 ビール 
51 páiduì  排队 列を作る,順に並べる 
52 yéye  爷爷 おじいさん、祖父 
53 nǎinai  奶奶 おばあさん、祖母 
54 lǎoshī 老师 先生 
55 lán tiān  蓝天 青空 
56 hěn hǎo  很好 とてもよい 
57 diàn huà  电话 電話 
58 xīn nián  新年 新年 
59 dān xīn  担心 心配する、心配 
60 nuǎn huo  暖和 暖かい 
61 guān shàng  关上 閉じる 
62 xuǎn zé  选择 選択、選ぶ 
63 rì běn rén  日本人 日本人 
64 nín  您 あなたの敬称 
65 hàn yǔ  汉语 中国語 
66 wǎn ān 晚安 お休みなさい 
67 zōng sè  棕色 ブラウン 
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68 cháng chéng  长城 万里の長城 
69 shàng hǎi  上海 上海 
70 dōng jīng  东京 東京 
71 chōng shéng  冲绳 沖縄 
72 jiāng  姜 しょうが 
73 qǐng  请 どうぞ 
74 xīng qī tiān 星期天 日曜日 
75 chuāng hu 窗户 窓 
76 xióng wěi  雄伟 雄大 
77 qiáng dà  强大 強大な 
78 xīng xing 星星 星 
79 nǚér  女儿 娘 
80 èr shí èr  二十二 22 
81 értóng  儿童 児童 
82 ěrduo  耳朵 耳 
83 xiǎoháir  小孩儿 子供 

84 yí huìr  一会儿 
ちょっとの間,ほんの暫

く 
85 huār  花儿 花 
86 yì diǎnr  一点儿 少し、わずか 
87 shìr  事儿 事、仕事、用事、出来事 
88 wánr  玩儿 遊ぶ 
89 gēr  歌儿 歌 
90 nǎr 哪儿 どこ 

 

これで合計１５回の発音コースが終了しました。お疲れ様でした！ 

 


