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よみがな 語彙 中国語 

あいしょう（にっくねーむ、よびな） 愛称（ニックネーム、呼び名） 昵称 

あたま 頭 头 

あとぴー アトピー 皮肤过敏 

あなふぃらきしーしょっく（つよいあれるぎーはんのう） アナフィラキシーショック（強いアレルギー反応） 过敏性休克 

あるばいと アルバイト 钟点工，临时工 

あれるぎー（かじょうはんのう、くすりやたべものでからだ

がわるくなること） 

アレルギー（過剰反応、薬や食べ物で体が悪く

なること） 

过敏 

い 胃 胃 

いかいよう 胃潰瘍 胃溃疡 

いきぎれがする  息切れがする  呼吸急促 

いくら いくら 鲑鱼鱼子酱 

いし（おいしゃさん） 医師（お医者さん） 医生 

いじょうなし（せいじょう、だいじょうぶ） 異常なし（正常、大丈夫） 正常 

いじょうはない（せいじょう、だいじょうぶ） 異常はない（正常、大丈夫） 正常 

いっこだて 一戸建て 别墅型住宅 

いっぱんてきなたいちょうふりょう 一般的な体調不良 一般性身体不适 

いにん（まかせること） 委任（まかせること） 授权委托 

いりょうきかんめい（びょういんのなまえ） 医療機関名（病院の名前） 医疗机构名（医院名称） 

［にんしんけんさで］いんせい（にんしんのかのうせいがち

いさい） 

［妊娠検査で］陰性（妊娠の可能性が小さい） 妊娠检查为阴性 

うちわけ（ないよう） 内訳（内容） 具体详细内容 

うつし（こぴー） 写し（コピー） 复印件 

うんてんめんきょしょう 運転免許証 驾照 

えび エビ 虾 

えむあーる MR 麻疹和风疹 

おあずけいれきんがく（さいしょにつうちょうにいれるおか

ね） 

お預け入れ金額（最初に通帳に入れるお金） 存储金额 

おうと（げろ） 嘔吐（ゲロ） 呕吐 

おーとすうぃんぐげんどがく（りようじょうげんがくのこと１０

００まんえんがじょうげん） 

オートスウィング限度額（利用上限額のこと１０

００万円が上限） 

利用金额上限 

おーとろっく（じどうでかぎがかかるどあ） オートロック（自動でカギがかかるドア） 自动锁 

おくちのおていれ（はみがきなど） お口のお手入れ（歯みがきなど） 口腔护理（如刷牙） 

おたふくかぜ おたふくかぜ 腮腺炎 

おところ（じゅうしょ） おところ（住所） 地址 

おとどけけさき（にもつがとどくところ） お届け先（荷物が届くところ） 发送指定地址 

おなか お腹 腹部 

おなかがいたい（ふくつう） お腹が痛い（腹痛） 肚子疼 

おなかがはる  お腹がはる  腹部肿胀 

おもうしこみしゃ（このしょるいをかいているひと） お申込者（この書類を書いている人） 申请人 

おもうしこみび（このしょるいをだすひ） お申込日（この書類を出す日） 申请日 

おりもの おりもの 白带，阴道分泌物 

かいごし 介護士 护士 

がいこうとっけん（くにをだいひょうするしごと［がいこうかん

など］がもつとくべつなけんり） 

外交特権（国を代表する仕事［外交官など］が

持つ特別な権利） 

外交豁免权 

かいごほけんしせつ（かいごさーびすをうけられるしせつ） 介護保険施設（介護サービスを受けられる施

設） 

长期看护护理专门设施 

かいしゃ／きぎょう 会社／企業 公司/企业 
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かいしゃいん 会社員 公司员工 

かいやく 解約 解约 

かいやくづき（なんがつにかいやくしたいか） 解約月（何月に解約したいか） 解约预定月份 

かおやからだのむくみがある 顔や体のむくみがある 面部和身体肿胀 

かきとめ 書留 挂号邮件 

がいしょう（けが） 外傷（けが） 外部损伤，创伤性伤口 

がくせい 学生 学生 

がくどうほいく（がっこうがおわってからしせつでこどもをあ

ずかること） 

学童保育（学校が終わってから施設で子どもを

預かること） 

课后儿童托育所 

がくれき（これまでべんきょうしたがっこうのいちらん） 学歴（これまで勉強した学校の一覧） 学历简介 

がす ガス 煤气燃气 

がすめーたー（がすのしようりょうをしめすきき） ガスメーター（ガスの使用量を示す機器） 煤气燃气使用量指示表 

かぜい（ぜいきんをはらうこと）  課税（税金を払うこと）  纳税 

かぞく 家族 家庭 

かぞくこうせい（かぞくはどんなひとですか？） 家族構成（家族はどんな人ですか？） 家庭构成 

かていからのれんらく（おやがせんせいにつたえたいこと） 家庭からの連絡（親が先生に伝えたいこと） 家长联系 

かに カニ 螃蟹 

かふんしょう／あれるぎーせいびえん 花粉症／アレルギー性鼻炎 花粉症/过敏性鼻炎 

かんえん 肝炎 肝炎 

かんこうへん 肝硬変 肝硬化 

かんしつせいはいえん 間質性肺炎 间质性肺炎 

かんせつがいたい 間節が痛い 关节疼痛 

かんせんしょう 感染症 感染病 

かんせんせいいちょうえん（のろうぃるす） 感染性胃腸炎（ノロウィルス） 传染性胃肠炎 

かんぞう 肝臓 肝 

きーわーど キーワード 关键词 

きかんし 気管支 支气管 

きそねんきんばんごう 基礎年金番号 基本养老金保险号码 

きたくさき（がっこうがおわってからこどもがかえるところ） 帰宅先（学校が終わってから子どもが帰るとこ

ろ） 

家庭住址 

きぶんがわるい 気分が悪い 感觉不舒服 

きゅういん（ぶんべん） 吸引（分娩） 吸入（分娩） 

きゅうじゅうしょ（ひっこしまえのじゅうしょ） 旧住所（引っ越し前の住所） 旧地址（搬家前的地址） 

きゅうしょくかつどう（しごとをさがすこと）  求職活動（仕事を探すこと）  求职 

きゅうせい（けっこんするまえのなまえ） 旧姓（結婚する前の名前） 旧姓（结婚之前的名字） 

ぎゅうにゅう 牛乳 牛奶 

きゅうよ（きゅうりょう：かいしゃからもらうおかね） 給与（給料：会社からもらうお金） 工资，薪水 

きょういん 教員 教师 

きょうぎりこん（ふうふのはなしあいでりこんすること） 協議離婚（夫婦の話し合いで離婚すること） 调停离婚 

きょうしんしょう 狭心症 心绞痛 

きょうつうがある  胸痛がある  胸部疼痛症状 

きりきずがある 切り傷がある 有伤口 

きろく 記録 记录 

きんしゅ（おかねのしゅるい） 金種（お金の種類） 货币类别 

きんしんしゃ（かぞくやちかいしんせき） 近親者（家族や近い親せき） 家人，有血缘关系的亲属 

きんむけいたい 勤務形態 工作形态 

きんむさき（しごとをしているところ） 勤務先（仕事をしているところ） 工作单位 

きんゆうきかん（ぎんこうなど） 金融機関（銀行など） 金融机构（如银行） 

ぐあいがわるい 具合が悪い 感觉不适 
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くーる（れいとうやれいぞうすること） クール（冷凍や冷蔵すること） 冷藏冷冻递送服务 

くしゃみがでる くしゃみがでる 打喷嚏 

くすり 薬 药 

くち 口 口 

くりにっく（ちいさいびょういん） クリニック（小さい病院） 诊所（小医院） 

くれじっと（くれじっとかーど） クレジット（クレジットカード） 信用卡 

けいえいしゃ・こようしゃ（けいえいするひと、しゃちょう） 経営者・雇用者（経営する人、社長） 经营者，雇主 

けいざいてきりゆう（おかねがたりないこと） 経済的理由（お金が足りないこと） 经济原因（资金不足） 

けいじどうしゃぜい 軽自動車税 轻型车辆税 

けいぞく（つづけてもうしこむこと） 継続（続けて申し込むこと） 更新申请 

けいやく 契約 签约 

けいやくごのごじゅうしょ・しんじゅうしょ（ひっこしごのじゅう

しょ） 

契約後のご住所・新住所（引っ越し後の住所） 签约后的地址，新地址 

けいれん／ひきつけ／ふるえ けいれん／ひきつけ／ふるえ 抽搐/抽痉/颤抖 

けつえき 血液 血液 

けっかん 血管 血管 

げっけい（せいり） 月経（生理） 月经 

げっけいしゅうき 月経周期 月经周期 

げっけいつう 月経痛 月经痛 

げっけいふじゅん 月経不順 月经不调 

げっけいりょう 月経量 月经量 

げっけいれき 月経歴 月经记录 

けっこん（こんいん） 結婚（婚姻） 结婚 

けっせき（がっこうをやすむこと） 欠席（学校をやすむこと） 缺席 

けつべんが出る  血便が出る  便血 

げり 下痢 腹泻 

げんきん（おかね） 現金（お金） 现金 

けんげん 権限 权利限制 

げんじゅうしょ（いま、すんでいるところ） 現住所（今、住んでいるところ） 当前住址 

けんせつぎょう 建設業 建筑工 

げんめん（へらすこと、なくすこと） 減免（減らすこと、無くすこと） 减免 

ごいらいぬし（にもつをだすひと） ご依頼主（荷物を出す人） 发件人，发送人 

こうけつあつ（しょう） 高血圧（症） 高血压 

こうざばんごう（つうちょうにかいてあるばんごう） 口座番号（通帳に書いてある番号） 账户号码 

こうざめいぎ 口座名義 帐号人 

こうしけつしょう 高脂血症 高脂血症 

こうじょうてきしせつ（にほんこくないにもっているしせつ［し

てんやこうじょうなど］） 

恒常的施設（日本国内に持っている施設［支店

や工場など］） 

常设机构（日本国内工厂公司等） 

こうせいいん 構成員 成员 

こうせいねんきん（かいしゃではたらいているひとむけのね

んきん） 

厚生年金（会社で働いている人向けの年金） 厚生年金（公司工作人员类型的

养老金） 

こうつうじこ（じどうしゃやじてんしゃなどによるじこ）  交通事故（自動車や自転車などによる事故）  交通事故（自行车汽车等所造成

的事故） 

こうむいん 公務員 公务员 

こきゅうきけいしっかん 呼吸器系疾患 呼吸系统疾病 

こくがいじゅうしょ（にほんいがいのくににあるじゅうしょ） 国外住所（日本以外の国にある住所） 海外居住地地址 

こくせき（しゅっしんのくに） 国籍（出身の国） 国籍 

こくみんけんこうほけんぜい 国民健康保険税 国民健康保险税 

こくみんねんきん（こくみんいっぱんむけのねんきん） 国民年金（国民一般向けの年金） 国民年金（国民基本养老金） 
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ごしようしゃめい（ごけいやくしゃめい、つかっているひと） ご使用者名（ご契約者名、使っている人） 用户名 

こじんしょうてん 個人商店 个体经营贩卖商铺 

こせき（にほんにこくせきをもつかぞくのじょうほう：なまえ、

うまれたとし・つき・ひ） 

戸籍（日本に国籍をもつ家族の情報：名前、生

まれた年・月・日） 

户籍 

こっせつ 骨折 骨折 

こていしさんぜい 固定資産税 固定财产税 

こども 子ども 儿童，小孩 

こむぎ 小麦 小麦 

ごれんらくさきおでんわばんごう（じぶんのでんわばんご

う） 

ご連絡先お電話番号（自分の電話番号） 您的联系方式及电话号码 

こわれもの（われもの：こわれやすいもの） こわれもの（ワレモノ：壊れやすいもの） 易碎物品 

こんしーずん（このきせつがはじまってからいままで、こと

し） 

今シーズン（この季節が始まってから今まで、

今年） 

这个年度 

こんだて（めにゅー） 献立（メニュー） 伙食单（菜单） 

さーびすぎょう サービス業 服务业 

さいこん（２かいめいこうのけっこん） 再婚（２回目以降の結婚） 再婚 

ざいさん 財産 财产 

ざいしょくしょうめいしょ（しごとをしていることをしょうめい

するかみ） 

在職証明書（仕事をしていることを証明する紙） 在职证明 

さいん（じぶんでかいたなまえ） サイン（自分で書いた名前） 签字 

さかさまげんきん 逆さま厳禁 搬运时严禁上下颠倒 

さぎょうしゃ（がすがいしゃのひと） 作業者（ガス会社の人） 直接操作人员（煤气燃气公司的

人） 

さば さば 鲭鱼 

さぷりめんと（えいようをおぎなうもの） サプリメント（栄養を補うもの） 滋养保健品（用于补充营养） 

さらりーまん サラリーマン 白领阶层 

さんしゅこんごう ３種混合 注射，打针（3类混合） 

さんじょ 三女 三女 

さんてい（けいさん）  算定（計算）  计算 

しかく 資格 资格认证，证书 

しきゅうがんけんしん 子宮がん検診 宫颈癌筛查 

しごとのしゅるい 仕事の種類 职业类别 

じじょ 次女 次女 

しぜんりゅうざん 自然流産 自然流产 

したづみげんきん 下積み厳禁 搬运时严禁上有重压 

しっかん（びょうき） 疾患（病気） 所患疾病 

してん 支店 分店，分公司 

じどう（じどう：７～１２さい）     児童（じどう：７～１２才）     儿童（7〜13岁） 

じどうしゃじゅうりょうぜい 自動車重量税 汽车重量税 

じどうしゃぜい 自動車税 汽车税 

じなん 次男 次子 

しはんのけんさ 市販の検査 一般药店贩卖的妊娠试验品 

しはんやく（おみせにうっているくすり）  市販薬（お店に売っている薬）  非处方药 

しべつ（しんでわかれること） 死別（死んで別れること） 死亡。丧亲之痛 

じゆう（りゆうとおなじ） 事由（理由と同じ） 原因 

しゅうがく（がっこうでべんきょうすること） 就学（学校で勉強すること） 就学 

しゅうがくきぼうこう（じぶんがはいりたいがっこう）  就学希望校（自分が入りたい学校）  报考志愿学校 

しゅうがくよていしゃ（これからがっこうにはいるひと） 就学予定者（これから学校に入る人） 适龄就学预定者 

じゆうぎょう 自由業 个体经营 
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じゅうぎょういん 従業員 雇员 

しゅうごうじゅうたく（あぱーと、まんしょん） 集合住宅（アパート、マンション） 集合住宅公寓 

しゅうにゅう 収入 收入 

じゅうみんぜい（しちょうそんぜい、しけんみんぜい） 住民税（市町村税、市県民税） 居民税（市民税等） 

じゅうみんとうろく（じゅうみんひょうにとうろくすること） 住民登録（住民票に登録すること） 居民登记（住民表登记） 

しゅじい（いつもみてもらうおいしゃさん） 主治医（いつもみてもらうお医者さん） 主治医师 

じゅしん（おいしゃさんにあってびょうきなどをしらべてもら

うこと） 

受診（お医者さんに会って病気などを調べても

らうこと） 

去医院看病，接受治疗 

しゅっさん 出産 分娩 

しゅっせきていし（がっこうにいくことができないこと） 出席停止（学校に行くことができないこと） 出席暂停（不被允许去学校） 

じゅにゅうちゅう（あかちゃんにぼにゅうをあげている） 授乳中（赤ちゃんに母乳をあげている） 哺乳 

しょうがっこう 小学校 小学 

じょうきん 常勤 全职 

しょうこうぎょう 商工業 商业或工业 

しょうじょう（びょうきのじょうたい） 症状（病気の状態） 症状（所患疾病的状态） 

しょうにようはいえんきゅうきんわくちん 小児用肺炎球菌ワクチン 幼儿肺炎球菌预防针 

しょうひぜい 消費税 消费税 

しようもくてき（なんのためにつかうのか） 使用目的（何のために使うのか） 使用目的 

しょくぎょう（しごと） 職業（仕事） 职业（工作） 

しょくよくがない  食欲がない  没有食欲 

しょくれき（これまでしごとをしたところのいちらん） 職歴（これまで仕事をしたところの一覧） 职业经历简介 

しょけい 初経 月经初潮 

しょこん（いっかいめのけっこん） 初婚（１回目の結婚） 第一次婚姻 

しょとくぜい 所得税 所得税 

しんき（はじめてもうこむこと） 新規（初めて申込むこと） 初次申请 

しんきんこうそく 心筋梗塞 心肌梗塞 

しんけんしゃ（ほんにんのおやなど） 親権者（本人の親など） 本人父母 

しんじゅうしょ（ひっこしごのじゅうしょ） 新住所（引っ越し後の住所） 新地址（搬家后的地址） 

しんぞう 心臓 心脏 

じんぞう 腎臓 肾 

しんどい／だるい  しんどい／だるい  乏力 

しんふぜん 心不全 心脏衰竭 

じんましん 蕁麻疹 麻疹 

すいどう 水道 供水 

すぎのかふん 杉の花粉 杉树花粉 

ずつうがある／する  頭痛がある／する  头痛 

せいきゅうしゃ（いちじきんのへんきゃくをもとめるひと） 請求者（一時金の返却を求める人） 申请人（要求脱退一次性返税的

申请人） 

せいきゅうしゃ（のうぜいしょうめいをもとめるひと） 請求者（納税証明を求める人） 申请人（需要纳税证明的申请人） 

ぜいきん 税金 税 

せいけいひ（せいかつひ：いきていくためにひつようなおか

ね） 

生計費（生活費：生きていくために必要なお金） 生活费用 

せいさんりょうきん（さいごのひにはらうりょうきん） 清算料金（最後の日に払う料金） 费用结帐 

せいと（こども、おもにちゅうがくせい・こうこうせい） 生徒（子ども、主に中学生・高校生） 学生（儿童，主要指初中和高中

学生） 

せかんどおぴにおん セカンドオピニオン 主治医以外的专家会诊 

せきがでる 咳がでる 有咳嗽 

せたい（いっしょにせいかつしているかぞく） 世帯（いっしょに生活している家族） 户。一家。 

せたいいん 世帯員 家庭成员 
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せたいぬし 世帯主（世帯の代表） 户主 

ぜんかく（ふといもじのさいず れい A） 全角（太い文字のサイズ 例 Ａ） 全角字体 

ぜんそく 喘息 哮喘 

せんてんせいめんえきふぜん 先天性免疫不全 先天免疫缺陷 

ぜんりつせんひだいしょう 前立腺肥大症 前列腺肥大症 

そうきんきのう（ほかのぎんこうにおかねをおくったり、ほか

のぎんこうからおかねをうけとったりするきのう） 

送金機能（他の銀行にお金を送ったり、他の銀

行からお金を受け取ったりする機能） 

汇款功能 

そうたい（がっこうからはやくかえること） 早退（学校から早く帰ること） 早退 

そくたつ 速達 快递邮件 

そしき 組織 组织 

そつぎょうしょうしょ（がっこうをそつぎょうするときにもらえ

るかみ、そつぎょうをしょうめいするもの） 

卒業証書（学校を卒業するときにもらえる紙、

卒業を証明するもの） 

毕业证明 

そのた その他 除上属以外 

そば そば 荞麦面 

だいがく 大学 大学 

だいず 大豆 黄豆 

だいたいしょくひん（なにかのかわりになるしょくひん） 代替食品（何かの代わりになる食品） 替代食物 

たいちょうがわるい 体調が悪い 身体不适 

だいりけんじゅよないよう（なにをだいりでしてもらうか） 代理権授与内容（何を代理でしてもらうか） 授权委托范围及具体内容 

だいりにん（ほんにんのかわりに○○するひと） 代理人（本人の代わりに○○する人） 代理人 

たちあい（がすかいしゃのひとがいえにくること） 立ち合い（ガス会社の人が家に来ること） 煤气燃气公司等来访作业时须在

场确认。 

たちあいしゃ（たちあいにん） 立会者（立会人） 煤气燃气公司等来访作业时在场

确认人。 

たてものけいたい 建物形態 建筑物形态 

だに ダニ 虱 

たまご 卵 卵巢 

たんがでる 痰がでる 有痰 

ち（けつえき） 血（血液） 血液 

ちがでる（しゅっけつ） 血がでる（出血） 出血 

ちこく（がっこうにおくれていくこと） 遅刻（学校におくれていくこと） 迟到 

ちゃくしゅつし（けっこんしているふうふからうまれたこども） 嫡出子（結婚している夫婦から生まれた子供） 亲生血性子女 

ちゃくしゅつしでないこ（ひちゃくしゅつし：けっこんしていな

いふうふからうまれたこども） 

嫡出子でない子（非嫡出子：結婚していない夫

婦から生まれた子供） 

非亲生血性子女 

ちゅうがっこう・こうとうがっこう 中学校・高等学校 初中和高中 

ちゅうぜつ 中絶 堕胎 

ちょうじょ 長女 长女 

ちょうてい（さいばんしょといっしょにりこんのはなしあいを

すること） 

調停（裁判所といっしょに離婚の話し合いをす

ること） 

调停 

ちょうなん 長男 长子 

ちょちく（ちょきん：おかねをためること） 貯蓄（貯金：お金を貯めること） 储蓄 

ちりょう（なおすこと） 治療（治すこと） 治疗 

ちりょうちゅう（なおしている） 治療中（治している） 治疗过程中 

つういん（びょういんにいくこと） 通院（病院にいくこと） 定期上医院治疗 

つうきん（しごとにいくこと）つうがく（がっこうにいくこと） 通勤（仕事に行くこと）通学（学校に行くこと） 上下班（包含上学） 

つうふう 痛風 痛风 

つづきがら（かんけい）  続柄（関係）  关系 
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てあしくちびょう 手足口病 手足口病 

ていおうせっかい 帝王切開 剖腹产 

ていきしんさつちゅう（ずっとつづけてびょういんにいってい

る） 

定期診察中（ずっと続けて病院に行っている）  定期医疗检查 

ていけつあつ（しょう） 低血圧（症） 低血压 

ていしゅつさき（このしょるいをだすところ） 提出先（この書類を出すところ） 提交目的地 

ていしゅつだいりにん（ほんにんのかわりにしょるいをかく

ひと） 

提出代理人（本人の代わりに書類を書く人） 提交代理 

てすうりょう（りょうきん） 手数料（料金） 手续费 

でんき 電気 电力 

てんきょしゃ（ひっこしするひと） 転居者（引っ越しする人） 住址变更人 

でんせんせいこうはん（りんごびょう） 伝染性紅斑（りんご病） 传染性红斑 

でんせんせいのうかしん（とびひ） 伝染性膿痂疹（とびひ） 传染性脓疱疮 

てんそう（てがみなどをあたらしいじゅうしょへおくってもらう

こと） 

転送（手紙などを新しい住所へ送ってもらうこ

と） 

邮件转送，搬家后可以向邮局申

请将邮件送至新住所 

てんそうかいしねんがっぴ（てんそうかいしをきぼうする

ひ） 

転送開始年月日（転送開始を希望する日） 邮件转送开始日期，您希望的转

送开始日 

とういん（このびょういん） 当院（この病院） 本医院，我院 

どうき（もちべーしょん） 動機（モチベーション） 求职动机 

どうきがする  動悸がする  心慌 

どうきょ（いっしょにすむこと） 同居（いっしょに住むこと） 同居 

とうげつまつ（いまのつきのさいごのひ） 当月末（今の月の最後の日） 本月末 

とうこう（がっこうにいくこと） 登校（学校に行くこと） 上学 

とうにょうびょう 糖尿病 糖尿病 

とうろくじゅうしょ（もうしこみをしたときのじゅうしょ） 登録住所（申し込みをした時の住所） 注册地址，已登记地址 

とくぎ（じぶんのすぐれたところ） 特技（自分の優れたところ） 个人擅长 

どくしん 独身 单身 

としけいかくぜい 都市計画税 都市计划税 

とっきじこう（とくにつたえたいこと） 特記事項（特に伝えたいこと） 特别欲告知情况书写栏 

とっきじこう（ようちえんにたいしてとくにつたえたいこと）  特記事項（幼稚園に対して特に伝えたいこと）  对幼儿园特别欲告知情况书写栏 

とっぱつせいほっしん 突発性発疹 突发性皮疹 

とどけでにん（しょるいをやくしょにもってきたひと） 届出人（書類を役所に持ってきた人） 资料直接提交人 

とどけでねんがっぴ（このかみをだすひ） 届け出年月日（この紙を出す日） 申请日期 

ないぞう 内臓 内脏 

ないてい（しごとがみつかったこと）  内定（仕事が見つかったこと）  在正式采用前得到的面试合格结

果 

なまもの（くだものやにくなどのなまのもの） なまもの（果物や肉などの生のもの） "易腐食品" 

にしゅこんごう ２種混合 注射，打针（2类混合） 

にほんのうえん 日本脳炎 日本脑炎 

にもつ 荷物 行李，包裹 

にもつのしゅるい 荷物の種類 发送行李类别（瓶，易碎，易腐

等） 

にもつのはこびかた 荷物の運び方 行李搬运时注意事项 

にゅうえんきぼう（じぶんがはいりたいようちえん） 入園希望（自分が入りたい幼稚園） 托儿所入园志愿 

にゅうこくねんがっぴ（いつにほんにきたか） 入国年月日（いつ日本に来たか） 入境日期 

にゅうじ 乳児 婴儿 

にゅうしょ（ほいくじょに入ること）  入所（保育所に入ること）  托儿所入园 

にゅうしょきじゅん（にゅうしょするためのじょうけん） 入所基準（入所するための条件） 托儿所入园录取标准 
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にゅうようじけんしん（あかちゃん、こどものけんこうしんだ

ん） 

乳幼児健診（赤ちゃん、子どもの健康診断） 婴幼儿健康检查 

にんしん 妊娠 怀孕 

にんしん（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠（お腹に赤ちゃんがいること ） 怀孕 

にんしんちゅう（おなかにあかちゃんがいること） 妊娠中（お腹に赤ちゃんがいること） 怀孕 

ねつがある／でる（はつねつ） 熱がある／でる（発熱） 发烧 

ねんきん（こうれいしゃなどがもらうおかね） 年金（高齢者などがもらうお金） 养老金 

ねんきんてちょう 年金手帳 养老金手册 

のう 脳 脑 

のうか 農家 农民 

のうぎょう 農業 农业 

のうこうそく 脳梗塞 脑梗塞 

のうぜいぎむしゃ（ぜいきんをはらったひと・はらわなけれ

ばならないひと） 

納税義務者（税金を払った人・払わなければな

らない人） 

纳税义务人 

のうそっちゅう 脳卒中 脑卒中。中风。 

のど のど 喉 

のどがいたい 喉が痛い 喉咙疼痛症状 

ぱーと パート 钟点工，临时工 

はい 肺 肺 

はいぐうしゃ（けっこんあいて） 配偶者（結婚相手） 配偶（结婚对象） 

はいたつ 配達 送货上门 

はいたつする 配達する 提供发送业务 

はいふん（きごう「‐」） ハイフン（記号「‐」） 连字符（符号 “ - ”） 

はいりょ（きをつかう、かんがえる） 配慮（気をつかう、考える） 特别关照或顾虑。 

はうすだすと ハウスダスト 肉眼几乎无法确认的室内微小灰

尘类。 

はきけがする 吐き気がする 想吐 

はけん 派遣 派遣公司派遣型临时工 

はな 鼻 鼻子 

はなづまり  鼻づまり  鼻塞 

はなみずがでる 鼻水がでる 流鼻涕 

はろーわーく（しごとをしょうかいするところ）  ハローワーク（仕事を紹介するところ）  "日本最有名的职业介绍所" 

はんかく（ほそいもじのさいず れい Ａ） 半角（細い文字のサイズ 例 A） 半角字体。与全角字体相比字体

较窄。 

びーしーじー（けっかく） BCG（結核） 肺结核 

ぴーなっつ ピーナッツ 花生 

ひきょじゅうしゃ（にほんにすんでいないひと［がいこくにせ

きがあるひと］） 

非居住者（日本に住んでいない人［外国に籍が

ある人］） 

非常住居民。不含短暂滞留人员。 

ひっす（かならずかくところ） 必須（必ず書くところ） 必须填写 

ひっとうしゃ（しょるいでいちばんうえになまえがあるひと） 筆頭者（書類で一番上に名前がある人） 资料填写时第一个人的名字 

ひふ 皮膚 皮肤 

ひぶ（わくちん） ヒブ(ワクチン） 细菌性髓膜炎（疫苗） 

ひほけんしゃ（ほけんにはいっているひと） 被保険者（保険に入っている人） 被保险人（需加入医疗保险） 

ひほけんしゃばんごう（かいごほけんのばんごう） 被保険者番号（介護保険の番号） 医疗保险证号号码（长期看护护

理保险的号码） 

ひゃくにちせき 百日咳（ひゃくにちせき） 百日咳 

びようし 美容師 美发师 

びょうめい（びょうきのなまえ） 病名（病気の名前） 病名（疾病名称） 

ひんけつ 貧血 贫血 
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びんるい（びんなど） ビン類（ビンなど） 瓶子类 

ふうしん／みっかばしか 風疹／三日ばしか 麻疹 

ふくはんのう（ふくさよう、まいなすのこうか） 副反応（副作用、マイナスの効果） 副作用 

ふくようちゅう（いま、のんでいる） 服用中（今、飲んでいる） 目前有服用的药物 

ふどうさんしゅとくぜい 不動産取得税 房地产税 

ふとわく（ふといせんでかこまれたところ） 太枠（太い線で囲まれたところ） 粗线框内 

ふにんそうだん 不妊相談 不孕咨询 

ふび(もんだいてん) 不備(問題点) 提交或填写资料不完整 

ふよう（じぶんのおかね・きゅうりょうでせわをすること） 扶養（自分のお金・給料で世話をすること） 抚养家族成员 

ふりこみこうざ（おかねをうけとるぎんこうのこうざ） 振込口座（お金を受け取る銀行の口座） 汇款打入帐号 

ぶんべん 分娩 分娩 

ぶんべんじ／しゅっさんじ（こどもがうまれるとき） 分娩時／出産時（子どもが生まれるとき） 分娩时（新生儿出生后） 

へいけい 閉経 绝经 

へいしゃ（わたしのかいしゃ） 弊社（私の会社） 弊公司 

べっきょ（いっしょにすまないこと） 別居（いっしょに住まないこと） 分居 

へんしんようきってをはったふうとう（きってをはりじぶんの

じゅうしょをかいたふうとう） 

返信用切手を貼った封筒（切手を貼り自分の住

所を書いた封筒） 

需要自己在回信用的信封上提前

贴好邮票 

べんぴ 便秘 便秘 

ほいくしょ・ ほいくえん 保育所・保育園 托儿所和幼儿园 

ほいくりょう（ほいくじょにはらうおかね） 保育料（保育所に払うお金） 保育费（向托儿所支付的费用） 

ほうじんしみんぜい 法人市民税 法人市民税 

ほけんしょう（けんこうほけんのかにゅうしゃしょう） 保険証（健康保険の加入者証） 健康保险证 

ほごしゃ（おややかぞくなど、こどものせわをするひと）  保護者（親や家族など、子どもの世話をする

人）  

监护人（父母，祖父母等） 

ほこり ほこり 灰尘 

ほしょう 補償 赔偿金 

ほっしん 発疹 皮疹 

ぽりお（わくちん） ポリオ（ワクチン） 脊髓灰质炎（疫苗） 

ほんにん（じぶん） 本人（自分） 本人 

ほんにんかくにんしょるい（じぶんをしょうめいするもの、あ

いでぃーかーど） 

本人確認書類（自分を証明するもの、IDカード） 本人身份确认文件或资料（身份

证，护照等） 

まいすう（なんまい？） 枚数（何枚？） 张。几张？ 

ましん／はしか 麻疹／はしか 麻疹 

まるじるし 丸印 ( ○ ）  打圈处 

みうち（かぞくやしんせき） 身内（かぞくやしんせき）  亲属 

みずぼうそう／すいとう 水ぼうそう／水痘 水痘 

むしょく 無職 失业 

め 目 眼 

めいぎにん（つうちょうになまえがあるひと、ほんにん［こう

ざをつくるひと］） 

名義人（通帳に名前がある人、本人［口座を作

る人］） 

账户持有人 

めじるし（めだつところ） 目印（目立つところ） 标志 

めまいがする   めまいがする   发晕，头晕 

めんえきふぜんしょう 免疫不全症 免疫缺陷 

めんきょ 免許 执照 

めんせつ（しごとをみつけるための［あってはなしをする］て

すと）  

面接（仕事を見つけるための［会って話をする］

テスト）  

面试 

もどした もどした 吐了 

もんしんひょうでよくしつもんされるびょうき 問診票でよく質問される病気 自我填写问诊表上经常被问及的
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病名 

やけど 火傷 烧伤，烫伤 

ゆうこうきかん（いつまでこうかがあるか） 有効期間（いつまで効果があるか） 有效期 

ようかいごじょうたいくぶん（どのれべるのかいごがひつよ

うか） 

要介護状態区分（どのレベルの介護が必要か） 需看护护理状态级别 

ようかいごど 要介護度 看护护理必要性级别 

ようじ（ようじ：１～６さい）        幼児（ようじ：１～６才）        婴幼儿（1〜7岁） 

［にんしんけんさで］ようせい（にんしんのかのうせいがあ

る） 

［妊娠検査で］陽性（妊娠の可能性がある） 妊娠检查为阳性 

ようちえん 幼稚園 幼儿园 

ようぼう（がっこうのせんせいにつたえたいこと） 要望（学校の先生に伝えたいこと） 向校方提交请求 

ようれんきんかんせんしょう（しょうこうねつ） 溶連菌感染症（しょうこう熱） 猩红热 

よくげつまつ（つぎのつきのさいごのひ） 翌月末（次の月の最後の日） 下个月的月底 

よぼうせっしゅ（わくちん） 予防接種（ワクチン） 预防疫苗接种注射 

よんしゅこんごう ４種混合 注射，打针（4类混合） 

りうまち リウマチ 风湿性关节炎 

りこん・りべつ 離婚・離別 离婚 

りゅうざん 流産 流产 

りょくないしょう 緑内障 绿内障 

りんじ 臨時 临时 

ろた（わくちん） ロタ(ワクチン） 疫苗接种的一种 

わくちん（よぼうせっしゅ） ワクチン（予防接種）  疫苗接种 

 


