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？？？？    あなたのあなたのあなたのあなたの好好好好きなきなきなきな動物動物動物動物はなんですかはなんですかはなんですかはなんですか。。。。    
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？？？？        あなたのあなたのあなたのあなたの一番嫌一番嫌一番嫌一番嫌いなのはどんないなのはどんないなのはどんないなのはどんな動物動物動物動物ですかですかですかですか。。。。    

    

    

    

中国語中国語中国語中国語でででで動物名動物名動物名動物名のののの言言言言いいいい方方方方 1111    

    

１１１１．．．． ni ni ni niǎǎǎǎo o o o     

鸟鸟鸟鸟        

（（（（鳥鳥鳥鳥        トリトリトリトリ））））    

    

２２２２．．．． hè  hè  hè  hè     

    鹤鹤鹤鹤    

    （（（（鶴鶴鶴鶴        ツルツルツルツル））））    

    

３３３３．．．． jiù  jiù  jiù  jiù     

鹫鹫鹫鹫    

（（（（鷲鷲鷲鷲        ワシワシワシワシ））））    

    

４４４４．．．． niú  niú  niú  niú     

牛牛牛牛    

（（（（牛牛牛牛        ウシウシウシウシ））））    

    

５５５５．．．． xiā  xiā  xiā  xiā     

虾虾虾虾    

（（（（蝦蝦蝦蝦        エビエビエビエビ））））    

    

６６６６．．．． é  é  é  é     

鹅鹅鹅鹅    

（（（（ガチョウガチョウガチョウガチョウ））））    

    

７７７７．．．． lóng  lóng  lóng  lóng     

龙龙龙龙    

（（（（竜竜竜竜        リュウリュウリュウリュウ））））    
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８８８８．．．． láng  láng  láng  láng     

狼狼狼狼    

（（（（狼狼狼狼    オオカミオオカミオオカミオオカミ））））    

    

９９９９．．．． shé  shé  shé  shé     

蛇蛇蛇蛇    

（（（（蛇蛇蛇蛇    ヘビヘビヘビヘビ））））    

    

    

    

１０１０１０１０．．．． m m m mǎǎǎǎng shé ng shé ng shé ng shé     

蟒蟒蟒蟒    蛇蛇蛇蛇    

（（（（ニシキヘビニシキヘビニシキヘビニシキヘビ））））        

    

１１１１１１１１．．．． y y y yǎǎǎǎn jìng shé n jìng shé n jìng shé n jìng shé     

眼眼眼眼        镜镜镜镜    蛇蛇蛇蛇    

（（（（コブラコブラコブラコブラ））））        

    

１２１２１２１２．．．． yàn zi  yàn zi  yàn zi  yàn zi     

燕燕燕燕    子子子子    

            （（（（燕燕燕燕    ツバメツバメツバメツバメ））））    

    

１３１３１３１３．．．． l l l lǎǎǎǎo sho sho sho shǔǔǔǔ        

老老老老    鼠鼠鼠鼠    

（（（（鼠鼠鼠鼠    ネズミネズミネズミネズミ））））    

    

１４１４１４１４．．．． dài sh dài sh dài sh dài shǔǔǔǔ        

袋袋袋袋    鼠鼠鼠鼠    

（（（（カンガルカンガルカンガルカンガルーーーー））））    

    

１５１５１５１５．．．． sōng sh sōng sh sōng sh sōng shǔǔǔǔ        

松松松松    鼠鼠鼠鼠    

（（（（リスリスリスリス））））        

    

１６１６１６１６．．．． tián sh tián sh tián sh tián shǔǔǔǔ        

田田田田    鼠鼠鼠鼠    

（（（（ハムスターハムスターハムスターハムスター））））        
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１７１７１７１７．．．． k k k kǒǒǒǒng què ng què ng què ng què     

孔孔孔孔    雀雀雀雀    

（（（（孔雀孔雀孔雀孔雀    クジャククジャククジャククジャク））））    

    

１８１８１８１８．．．． má què  má què  má què  má què     

麻麻麻麻    雀雀雀雀    

（（（（雀雀雀雀    スズメスズメスズメスズメ））））    

    

１９１９１９１９．．．． biān fú  biān fú  biān fú  biān fú     

蝙蝙蝙蝙    蝠蝠蝠蝠    

（（（（蝙蝠蝙蝠蝙蝠蝙蝠    コウモリコウモリコウモリコウモリ））））    

    

２０２０２０２０．．．． cì wèi  cì wèi  cì wèi  cì wèi     

刺刺刺刺    猬猬猬猬    

（（（（針鼠針鼠針鼠針鼠    ハリネズミハリネズミハリネズミハリネズミ））））    

    

２１２１２１２１．．．． h h h hǎǎǎǎi bào i bào i bào i bào     

海海海海    豹豹豹豹    

（（（（海豹海豹海豹海豹    アザラシアザラシアザラシアザラシ））））    

    

２２２２２２２２．．．． h h h hǎǎǎǎi gi gi gi gǒǒǒǒu u u u     

海海海海    狗狗狗狗    

（（（（オットセイオットセイオットセイオットセイ））））    

    

２３２３２３２３．．．． h h h hǎǎǎǎi guī i guī i guī i guī     

海海海海    龟龟龟龟    

（（（（ウミガメウミガメウミガメウミガメ））））        

    

２４２４２４２４．．．． h h h hǎǎǎǎi i i i lí lí lí lí     

海海海海    狸狸狸狸    

（（（（ビーバービーバービーバービーバー））））    

    

２５２５２５２５．．．． hu hu hu huǒǒǒǒ liè  ni liè  ni liè  ni liè  niǎǎǎǎo o o o     

火火火火        烈烈烈烈        鸟鸟鸟鸟    

（（（（フラミンゴフラミンゴフラミンゴフラミンゴ））））        

    

    

    

    

    



 - 4 - 

中国語中国語中国語中国語でででで動物名動物名動物名動物名のののの言言言言いいいい方方方方 2222    

    

１１１１．．．． huàn xióng  

浣浣浣浣        熊熊熊熊 

（（（（アライグマアライグマアライグマアライグマ））））     

 

２２２２．．．． hú li  

     狐狐狐狐 狸狸狸狸 

  （（（（狐狐狐狐    キツネキツネキツネキツネ）））） 

 

３３３３．．．． liè gǒǒǒǒu     

     猎猎猎猎    狗狗狗狗 

 （（（（猟犬猟犬猟犬猟犬 りょうけんりょうけんりょうけんりょうけん）））） 

 

 

４４４４．．．． liè bào  

猎猎猎猎    豹豹豹豹 

（（（（チーターチーターチーターチーター）））） 

 

５５５５．．．． měi zhōu bào  

     美美美美     洲洲洲洲    豹豹豹豹 

    （（（（ジャガージャガージャガージャガー））））     

 

６６６６．．．． xiǎǎǎǎo xióng māo     

     小小小小        熊熊熊熊    猫猫猫猫 

  （（（（レッサーレッサーレッサーレッサー・・・・パンダパンダパンダパンダ））））     

 

７７７７．．．． shā yú  

     鲨鲨鲨鲨    鱼鱼鱼鱼 

   （（（（鮫鮫鮫鮫    サメサメサメサメ）））） 

 

８８８８．．．． mò yú  

     墨墨墨墨 鱼鱼鱼鱼 

  （（（（烏賊烏賊烏賊烏賊    イカイカイカイカ）））） 

 

９９９９．．．． táng láng  

     螳螳螳螳     螂螂螂螂 

（（（（蟷螂蟷螂蟷螂蟷螂        カマキリカマキリカマキリカマキリ）））） 
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１０１０１０１０．．．． tí hú  

       鹈鹈鹈鹈 鹕鹕鹕鹕 

    （（（（ペリカンペリカンペリカンペリカン）））） 

 

１１１１１１１１．．．． tuó niǎǎǎǎo     

       鸵鸵鸵鸵     鸟鸟鸟鸟 

  （（（（駝鳥駝鳥駝鳥駝鳥    ダチョウダチョウダチョウダチョウ））））     

 

１２１２１２１２．．．． yě zhū  

       野野野野 猪猪猪猪 

  （（（（猪猪猪猪    イノシシイノシシイノシシイノシシ）））） 

 

１３１３１３１３．．．． yīng gē  

       鹦鹦鹦鹦    哥哥哥哥 

     （（（（インコインコインコインコ）））） 

 

１４１４１４１４．．．． yīng wǔǔǔǔ     

       鹦鹦鹦鹦    鹉鹉鹉鹉 

      （（（（オウムオウムオウムオウム）））） 

 

１５１５１５１５．．．． yuān yang  

       鸳鸳鸳鸳     鸯鸯鸯鸯 

    （（（（鴛鴦鴛鴦鴛鴦鴛鴦    オシドリオシドリオシドリオシドリ））））     

 

１６１６１６１６．．．． zhī zhū  

       蜘蜘蜘蜘    蛛蛛蛛蛛 

   （（（（蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蛛    クモクモクモクモ）））） 

 

１７１７１７１７．．．． zhì jī  

       雉雉雉雉    鸡鸡鸡鸡 

     （（（（キジキジキジキジ）））） 

 

１８１８１８１８．．．． dù juān  

       杜杜杜杜    鹃鹃鹃鹃 

   （（（（ホトトギスホトトギスホトトギスホトトギス）））） 

 

１９１９１９１９．．．． kē dǒǒǒǒu     

       蝌蝌蝌蝌 蚪蚪蚪蚪     

 （（（（オタマジャクシオタマジャクシオタマジャクシオタマジャクシ）））） 
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２０２０２０２０．．．．zhuó mù niǎǎǎǎo     

      啄啄啄啄        木木木木        鸟鸟鸟鸟 

   （（（（啄木鳥啄木鳥啄木鳥啄木鳥    キツツキキツツキキツツキキツツキ）））） 

 

２１２１２１２１．．．．bù gǔǔǔǔ niǎǎǎǎo     

      布布布布 谷谷谷谷    鸟鸟鸟鸟 

    （（（（カッコウカッコウカッコウカッコウ）））） 

 

２２２２２２２２．．．．huáng yīng     

      黄黄黄黄         莺莺莺莺 

   （（（（鶯鶯鶯鶯    うぐいすうぐいすうぐいすうぐいす））））    
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