
No 中国語 ピンイン 日本語

1 爱 ài 愛する。
2 我爱你 wǒ ài nǐ 私はあなたを愛する。
3 安排 ānpái 手配する。割り振る。
4 我安排好了旅游计划 wǒ ānpái hǎo le lǚyóu jìhuà 私は旅行計画の手配を整えた。
5 拔 bá 抜く。
6 我拔鼻毛 wǒ bá bímáo 私は鼻毛を抜く。
7 把 bǎ 握る。
8 请把好扶手 qǐng bǎ hǎo fúshou 手すりにおつかまりください。
9 拔掉 bádiào 抜き取る。※離合詞
10 把插座上的插头拔掉 bǎ chāzuò shàng de chātóu bádiào コンセントからプラグを抜き取る。
11 心中拔不掉的刺 xīnzhōng bá bù diào de cì 抜けない心のトゲ。
12 摆 bǎi 並べる。
13 我摆餐具 wǒ bǎi cānjù 私は食器を並べる。
14 办 bàn する。
15 我办吧 wǒ bàn ba 私がするよ。
16 办理 bànlǐ 仕事を取り扱う。申請受付処理する。
17 我想办理一张信用卡 wǒ xiǎng bànlǐ yī zhāng xìnyòngkǎ 一枚のクレジットカード申請を受付してほしい。
18 搬 bān 運ぶ。
19 我搬行李 wǒ bān xíngli 私は荷物を運ぶ。
20 搬家 bānjiā 引っ越す。場所を移す。※離合詞
21 我搬家了 wǒ bānjiā le 私は引っ越しました。
22 我搬了两次家 wǒ bān le liǎng cì jiā 私は二回引っ越しました。
23 帮 bāng 手伝う。
24 我帮你 wǒ bāng nǐ あなたを手伝います。
25 帮助 bāngzhù 助ける。
26 我帮助你 wǒ bāngzhù nǐ 私はあなたを助けます。
27 包 bāo 包む。
28 我包礼物 wǒ bāo lǐwù 私はプレゼントを包む。
29 包 bāo 引き受ける。保障する。
30 我包了 wǒ bāo le 私が引き受けた。
31 包 bāo 貸切る。
32 我包了一辆出租⻋ wǒ bāo le yī liàng chūzūchē 私はタクシーを一台借り切った。
33 报名 bàomíng 申し込む。※離合詞
34 我报名参加 wǒ bàomíng cānjiā 私は参加を申し込む。
35 我已经报了名 wǒ yǐjing bào le míng 私はすでに申し込みしました。
36 背 bēi 背負う。
37 我背着背包 wǒ bēi zhe bēibāo 私はリュックサックを背負っている。
38 背 bèi 暗記する。暗唱する。
39 我背单词 wǒ bèi dāncí 私は単語を暗記する。
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40 比 bǐ 比べる。
41 我比价格 wǒ bǐ jiàgé 私は価格を比べる。
42 变 biàn 変わる。
43 他变了 tā biàn le 彼は変わった。
44 变化 biànhuà 変わる。
45 情况变化了 qíngkuàng biànhuà le 状況が変わった。
46 表 biǎo 表す。示す。
47 我们表决心 wǒmen biǎo juéxīn 私たちは決意を示した。
48 表示 biǎoshì 表す。
49 红灯表示禁止通行 hóngdēng biǎoshì jìnzhǐ tōngxíng 赤信号は通行禁止を表す。
50 演 yǎn 演ずる。上映する。
51 他演恶人 tā yǎn èrén 彼は悪人を演じる。
52 表演 biǎoyǎn 演ずる。
53 他表演魔术 tā biǎoyǎn móshù 彼はマジックを演じる。
54 比较 bǐjiào 比べる。
55 请你比较一下 qǐng nǐ bǐjiào yīxià どうぞ比較してください。
56 比赛 bǐsài 試合をする。
57 我和我哥比赛跑步 wǒ hé wǒ gē bǐsài pǎobù 私と私の兄は駆け足の競争をする。
58 毕业 bìyè 卒業する。※離合詞
59 我小学毕业了 wǒ xiǎoxué bìyè le 私は小学校を卒業した。
60 大学毕不了业 dàxué bì buliǎo yè 大学を卒業できない。
61 擦 cā 拭く。こする。
62 我擦桌子 wǒ cā zhuōzi 私はテーブルを拭く。
63 猜 cāi 推測する。
64 我猜他是谁 wǒ cāi tā shì shéi 私は彼が誰かを推測する。
65 参观 cānguān 参観する。見学する。
66 我参观博物馆 wǒ cānguān bówùguàn 私は博物館を見学する。
67 参加 cānjiā 参加する。
68 我参加旅游团 wǒ cānjiā lǚyóu tuán 私は団体旅行に参加する。
69 查 chá 調べる。検査する。
70 我查原因 wǒ chá yuányīn 私は、原因を調べる。
71 插 chā 挿す。
72 把插头插进插座 bǎ chātóu chā jìn chāzuò プラグをコンセントに差し込む。
73 差 chà 欠ける。足りない。
74 差两个人 chà liǎng ge rén 二人足りない。
75 尝 cháng 味をみる。
76 我尝尝咸淡 wǒ cháng cháng xiándàn 私は塩加減をみる。
77 唱 chàng 歌う。
78 我唱歌 wǒ chàng gē 私は歌を歌う。
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79 朝 cháo 向かう。面する。
80 房子朝南 fángzi cháo nán 家は南向きだ。
81 炒 chǎo 炒める。
82 我炒⻘椒 wǒ chǎo qīngjiāo 私はピーマンを炒める。
83 吵 chǎo 騒ぐ。
84 孩子们吵得慌 háizimen chǎo de huāng 子供たちが騒がしくてたまらない。
85 成 chéng なる。完成する。
86 我们成了好朋友 wǒmen chéng le hǎo péngyou 私たちはいい友達になった。
87 吃 chī 食べる。
88 我吃香蕉 wǒ chī xiāngjiāo 私はバナナを食べる。
89 迟到 chídào 遅れる。
90 你又迟到了 nǐ yòu chídào le あなたは又、遅刻した。
91 抽出 chōuchū 抜き出す。取り出す。※離合詞
92 我抽出一本书 wǒ chōuchū yī běn shū 私は一冊の本を取り出した。
93 抽不出时间 chōu bù chū shíjiān 時間を取れない。
94 出 chū 出る。
95 我出了汗 wǒ chū le hàn 私は汗をかいた。
96 穿 chuān 着る。
97 我穿衣服 wǒ chuān yīfú 私は服を着る。
98 传 chuán 伝える。渡す。
99 把接力棒传给年轻人 bǎ jiēlìbàng chuán gěi niánqīng rén バトンを若者に渡す。
100 出差 chūchāi 出張する。※離合詞
101 我去北京出差 wǒ qù běijīng chūchāi 私は北京に出張する。
102 出一周差 chū yī zhōu chāi 一週間出張する。
103 出发 chūfā 発つ。出発する。
104 我出发去美国 wǒ chūfā qù měiguó 私はアメリカへ出発します。
105 吹 chuī 吹く。吹きつける。
106 ⻛吹了 fēng chuī le 風が吹いた。
107 出口 chūkǒu 輸出する。※離合詞
108 我们出口产品 wǒmen chūkǒu chǎnpǐn 私たちは製品を輸出する。
109 出来 chūlái 内から外へ出る。※離合詞
110 他从屋里出来了 tā cóng wū lǐ chūlái le 彼は部屋から出て来た。
111 电脑光驱托盘出不来了 diànnǎo guāngqū tuōpán chū bù lái le パソコンの光学ドライブのトレイが出てこないようになった。

112 出去 chūqù 外へ出る。出て行く。※離合詞
113 我出去玩 wǒ chūqù wán 私は遊びに出かける。
114 出不去了 chū bù qù le 出られなくなった。
115 出现 chūxiàn 現れる。出現する。
116 妖怪出现了 yāoguai chūxiàn le お化けが現れた。
117 错过 cuòguò 時期や機会をのがす。
118 我错过了机会 wǒ cuòguò le jīhuì 私は機会を逃した。
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119 打 dǎ 〜をする。※多くの具体的意味をもつ動詞のかわりに用いる。

120 我打伞 wǒ dǎ sǎn 私は傘をさす。
121 我打领带 wǒ dǎ lǐngdài 私はネクタイを締める。
122 我打电话 wǒ dǎ diànhuà 私は電話をかける。
123 打 dǎ たたく。殴る。
124 我打他的屁股 wǒ dǎ tā de pìgu 私は彼のお尻をたたく。
125 带 dài もつ。
126 我带着雨伞 wǒ dài zhe yǔsǎn 私は傘を持っています。
127 戴 dài 身に着ける。
128 我戴眼镜 wǒ dài yǎnjìng 私は眼鏡をかける。
129 代表 dàibiǎo 代わる。代表する。
130 我代表月亮消灭你 wǒ dàibiǎo yuèliàng xiāomiè nǐ 月に代わって成敗する。
131 打开 dǎkāi 開ける。※離合詞
132 我打开窗户 wǒ dǎkāi chuānghu 私は窓を開ける。
133 保险箱打不开了 bǎoxiǎnxiāng dǎ bù kāi le 金庫が開かなくなった。
134 打开 dǎkāi つける。※離合詞
135 我打开电灯开关 wǒ dǎkāi diàndēng kāiguān 私は電灯のスイッチをＯＮにする。
136 电脑打不开了 diànnǎo dǎ bù kāi le コンピュータが起動しなくなった。
137 当 dāng なる。
138 我当爸爸了 wǒ dāng bàba le 私は父親になりました。
139 当心 dāngxīn 注意する。
140 你当心小偷 nǐ dāngxīn xiǎotōu あなた、泥棒に注意。
141 担心 dānxīn 心配する。※離合詞
142 我担心你 wǒ dānxīn nǐ 私はあなたが心配です。
143 我担着心 wǒ dān zhe xīn 私は心配している。
144 倒 dào 逆にする。注ぐ。
145 我倒茶 wǒ dào chá 私はお茶を注ぐ。
146 到 dào 到着する。
147 我到机场了 wǒ dào jīchǎng le 私は空港に着いた。
148 倒 dǎo 倒れる。
149 树木倒了 shùmù dǎo le 木が倒れた。
150 打扰 dǎrǎo 邪魔をする。
151 他打扰我 tā dǎrǎo wǒ 彼は私の邪魔をする。
152 打扫 dǎsǎo 掃除する。
153 我打扫房间 wǒ dǎsǎo fángjiān 私は部屋を掃除する。
154 打算 dǎsuan もくろむ。計画する。
155 我打算去法国 wǒ dǎsuan qù fǎguó 私はフランスへ行くつもりだ。
156 打通 dǎtōng 妨げがなくなり通じる。※離合詞
157 隧道打通了 suìdào dǎtōng le トンネルが通じた。
158 电话打不通 diànhuà dǎ bù tōng 電話が通じない。
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159 答应 dāying 答える。応じる。
160 请你答应我的要求 qǐng nǐ dāyìng wǒ de yāoqiú どうぞ私の要求にこたえてください。
161 得 dé 得る。
162 我得了一个奖杯 wǒ dé le yī gè jiǎngbēi 私はトロフィーを得た。
163 得到 dédào 得る。※離合詞
164 我得到了妈妈的理解 wǒ dédào le māma de lǐjiě 私は⺟親の理解を得た。
165 我得不到你的爱情 wǒ dé bù dào nǐ de àiqíng 私はあなたの愛情を得られない。
166 得 děi 費用や時間がかかる。
167 得多少钱？ děi duōshǎo qián いくらですか。
168 等 děng 待つ。
169 我等你 wǒ děng nǐ 私はあなたを待つ。
170 掉 diào 落ちる。
171 我掉了一双筷子 wǒ diào le yī shuāng kuàizi 私は一対の箸を落とした。
172 订 dìng 予約する。注文する。
173 我订了一间房间 wǒ dìng le yī jiàn fángjiān 私は一部屋、予約しました。
174 丢 diū なくす。
175 我丢了一支笔 wǒ diū le yī zhī bǐ 私はペンを一本なくした。
176 懂 dǒng 内容がすこし複雑なことを、分かる。
177 这道题我懂了 zhè dào tí wǒ dǒng le この問題、私は分かった。
178 懂得 dǒngde 理解している。
179 我懂得了一个道理 wǒ dǒngde le yī gè dàoli 私はひとつの道理を理解した。
180 动 dòng 動く。
181 宝宝动来动去 bǎobǎo dòng lái dòng qù 赤ちゃんが動き回る。
182 读 dú 読む。
183 我读了一本书 wǒ dú le yī běn shū 私は一冊の本を読んだ。
184 锻炼 duànliàn 鍛える。
185 我锻炼身体 wǒ duànliàn shēntǐ 私は体を鍛える。
186 对 duì 向かい合う。
187 我对着镜子 wǒ duì zhe jìngzi 私は鏡と向かいあっている。
188 对不起 duìbuqǐ 申し訳が立たない。
189 我对不起你 wǒ duìbuqǐ nǐ 私はあなたに申し訳がたたない。
190 饿 è おなかをすかす。
191 我饿了 wǒ è le 私はおなかがすきました。
192 发 fā 送る。渡す。
193 我发了一封电子邮件 wǒ fā le yī fēng diànzǐ yóujiàn 私は一通、電子メールを送った。
194 发 fā 発する。
195 他发脾气 tā fā píqi 彼はかんしゃくを起こす。
196 翻 fān ひっくり返す。めくる。
197 ⻋翻了 chē fān le 車はひっくり返った。
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198 反对 fǎnduì 反対する。
199 我反对你的意⻅ wǒ fǎnduì nǐ de yìjiàn 私はあなたの意見に反対です。
200 放 fàng 置く。中へ入れる。
201 我把钱包放在桌子上 wǒ bǎ qiánbāo fàng zài zhuōzi shàng 私は財布をテーブルの上に置いた。
202 访问 fǎngwèn 訪ねる。
203 我访问铁路纪念馆 wǒ fǎngwèn tiělù jìniànguǎn 私は鉄道記念館を訪問する。
204 放心 fàngxīn 安心する。※離合詞
205 我放心了 wǒ fàngxīn le 私は安心しました。
206 她总是放不下心 tā zǒngshì fàng buxià xīn 彼女はいつも気が休まらない。
207 翻译 fānyì 翻訳する。
208 我翻译英文 wǒ fānyì yīngwén 私は英語を訳す。
209 发烧 fāshāo 熱が出る。※離合詞
210 我发烧了 wǒ fāshāo le 私は熱が出ました。
211 我发高烧了 wǒ fā gāo shāo le 私は高熱が出ました。
212 发现 fāxiàn 気づく。
213 我发现了裂痕 wǒ fāxiàn le lièhén 私はひび割れを見つけた。
214 发展 fāzhǎn 発展する。発展させる。
215 经济发展很快 jīngjì fāzhǎn de hěn kuài 経済の発展はとても速い。
216 ⻜ fēi 飛ぶ。
217 ⻦在天上⻜ niǎo zài tiānshàng fēi 鳥は空を飛ぶ。
218 分 fēn 分ける。
219 六个人分两组 liù gè rén fēn liǎng zǔ ６人を２組に分ける。
220 分成 fēnchéng 分ける。区分する。※離合詞
221 把一个月饼分成两块 bǎ yī gè yuèbǐng fēnchéng liǎng kuài ひとつの月餅をふたかたまりに分ける。
222 四个人分着成了两帮 sì gè rén fēn zhe chéng le liǎng bāng 4人は2つのグループに分かれている。
223 封 fēng 封をする。
224 把路封上了 bǎ lù fēng shàng le 道が封鎖された。
225 缝 féng 縫う。
226 我会缝扣子 wǒ huì féng kòuzi 私はボタンを縫うことができる。
227 付 fù お金を払う。
228 我付话费 wǒ fù huàfèi 私は通話料金を支払う。
229 服务 fúwù 服務する。奉仕する。
230 政府服务人⺠ zhèngfǔ fúwù rénmín 政府は人⺠に奉仕する。
231 负责 fùzé 責任を負う。
232 我负责质量 wǒ fùzé zhìliàng 私は品質の責任を負っています。
233 改 gǎi 改まる。
234 我改主意了 wǒ gǎi zhǔyì le 私は考えが変わりました。
235 盖 gài かぶせる。
236 我盖被子 wǒ gài bèizi 私はかけ布団をかぶる。
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237 改变 gǎibiàn 変える。
238 我改变了自己 wǒ gǎibiàn le zìjǐ 私は自分自身を変えた。
239 赶 gǎn 追う。急ぐ。
240 我赶他走 wǒ gǎn tā zǒu 私は彼を追い払う。
241 干 gàn する。運営する。
242 我想干什么来着？ wǒ xiǎng gàn shénme lái zhe 何をしようとしていたんだっけ。
243 干杯 gānbēi 飲み干し式の乾杯をする。※離合詞
244 咱们先干杯吧 zánmen xiān gānbēi ba 私たち、先ずは乾杯しましょう。
245 我干了一杯白酒 wǒ gān le yī bēi báijiǔ 私はバイジュウを飲み干した。
246 感到 gǎndào 〜と感じる。
247 我感到幸福 wǒ gǎndào xìngfú 私は幸せを感じる。
248 感冒 gǎnmào 風邪をひく。
249 我感冒了 wǒ gǎnmào le 私は風邪をひきました。
250 感谢 gǎnxiè 感謝する。
251 我感谢你 wǒ gǎnxiè nǐ 私はあなたに感謝します。
252 搞 gǎo する。
253 我搞错了 wǒ gǎo cuò le 間違えました。
254 告诉 gàosu 告げる。教える。
255 你告诉我地址 nǐ gàosu wǒ dìzhǐ あなた、私に住所を教えて。
256 搁 gē 置く。入れる。
257 自行⻋搁哪里了？ zìxíngchē gē nǎlǐ le 自転車をどこに置いたのか。
258 给 gěi 与える。
259 我给你一百块钱 wǒ gěi nǐ yī bǎi kuài qián 私はあなたに１００元あげます。
260 更换 gēnghuàn 取り換える。
261 请更换电池 qǐng gēnghuàn diànchí 電池を取り換えてください。
262 工作 gōngzuò 仕事をする。
263 我工作到八点 wǒ gōngzuò dào bā diǎn 私は8時まで仕事します。
264 刮 guā けずる。こする。
265 我刮毛 wǒ guā máo 私は毛をそる。
266 挂 guà 掛ける。
267 把大衣挂到了衣柜里 bǎ dàyī guà dào le yīguì lǐ クローゼットのなかにコートを吊るす。
268 刮⻛ guāfēng 風が吹く。※離合詞
269 北京的春天常常刮⻛ běijīng de chūntiān chángcháng guāfēng 北京の春はよく風邪が吹く。
270 刮大⻛了 guā dà fēng le 大風が吹いた。
271 关 guān 閉める。
272 我关窗户 wǒ guān chuānghù 私は窓を閉める。
273 关 guān スイッチを切る。
274 她关掉了电视 tā guān diào le diànshì 彼女はテレビを消す。
275 管 guǎn 管理する。管轄する。
276 文化部管艺术院团 wénhuà bù guǎn yìshù yuàn tuán 文化部は芸術院団を管理する。
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277 广播 guǎnbō 放送する。
278 现在广播找人 xiànzài guǎnbō zhǎo rén ただ今、呼び出しの放送をします。
279 逛 guàng あてもなく歩く。見物する。
280 我逛逛大阪新世界 wǒ guàng guàng dàbǎn xīnshìjiè 私は大阪新世界をぶらぶらする。
281 关心 guānxīn 関心を寄せる。気を配る。※離合詞
282 我们关心天气 wǒmen guānxīn tiānqì 私たちは天気が気になる。
283 希望大家多关点儿心 xīwàng dàjiā duō guān diǎnr xīn みなさんがより気にかけてくれることを希望します。
284 过 guò 過ごす。
285 我在过着很奢侈的生活 wǒ zài guò zhe hěn shēchǐ de shēnghuó 私はとてもぜいたくな生活をしています。
286 过来 guòlái やってくる。※離合詞
287 你过来一下 nǐ guòlái yīxià ちょっと来て。
288 她过了几天又来了 tā guò le jǐ tiān yòu lái le 彼女は数日して、また来ました。
289 过去 guòqù 出ていく。過ぎ去る。※離合詞
290 过去了十年 guòqù le shí nián 10年経ちました。
291 汽⻋过不去 qìchē guò bu qù 自動車は通れない。
292 鼓掌 gǔzhǎng 拍手する。※離合詞
293 全场起立鼓掌 quán chǎng qǐlì gǔzhǎng その場の人みんなが立ち上がって拍手する。
294 他们鼓起了掌 tāmen gǔ qǐ le zhǎng 彼らは拍手をした。
295 害怕 hàipà こわがる。恐れる。※離合詞
296 他害怕打雷 tā hàipà dǎléi 彼は雷が怖い。
297 他害着怕 tā hài zhe pà 彼は恐れている。
298 喊 hǎn 叫ぶ。大声を上げる。
299 他们喊口号 tāmen hǎn kǒuhào 彼らはスローガンを叫んだ。
300 好 hào 好む。
301 自幼好武术 zìyòu hào wǔshù 幼いときから武術を好む。
302 好像 hǎoxiàng まるで〜のようだ。
303 你好像明星一样 nǐ hǎoxiàng míngxīng yīyàng まるで芸能人のようだ。
304 喝 hē 飲む。
305 我喝茶 wǒ hē chá 私はお茶を飲む。
306 合作 hézuò 協力する。
307 他们两人合作得很好 tāmen liǎng rén hézuò de hěn hǎo 彼らふたりは、協力関係がよい。
308 画 huà 絵を描く。
309 我画画 wǒ huà huà 私は絵を描く。
310 花 huā 費やす。
311 我花钱买东⻄ wǒ huā qián mǎi dōngxi 私はショッピングで金を費やす。
312 还 huán 返す。
313 这个，我还给你 zhège, wǒ huán gěi nǐ これ、あなたに返します。
314 换 huàn 交換する。
315 美元换人⺠币 měiyuán huàn rénmínbì ⽶国ドルを人⺠元に換える。

基礎動詞早見表  8/23

8



No 中国語 ピンイン 日本語

316 欢迎 huānyíng 喜んで迎える。歓迎する。
317 我们欢迎你们 wǒmen huānyíng nǐmen 私たちは、あなたがたを歓迎する。
318 回 huí 戻る。
319 我回老家 wǒ huí lǎojiā 私はふるさとの実家に帰ります。
320 回答 huídá 回答する。
321 我回答这个问题 wǒ huídá zhège wèntí 私はこの質問に答えます。
322 回来 huílái 戻る。※離合詞
323 我从香港回来了 wǒ cóng xiānggǎng huílái le 私は香港から帰ってきました。
324 我回园子来了 wǒ huí yuánzi lái le 私は庭に戻ってきた。
325 活 huó 生きる。
326 我想要活得开心 wǒ xiǎng yào huó dé kāixīn 私は楽しく生きたいと思う。
327 活动 huódòng 動かす。活動する。
328 刚才我在外面活动 gāngcái wǒ zài wàimiàn huódòng さっき、私は外で体を動かした。
329 记 jì 記憶する。書き留める。
330 我记不清楚 wǒ jì bù qīngchu 私ははっきり覚えていない。
331 寄 jì 託す。預ける。
332 我们寄希望于未来 wǒmen jì xīwàng yú wèilái 私たちは希望を未来に託す。
333 寄 jì 届けてもらう。
334 我寄包裹 wǒ jì bāoguǒ 私は小包を郵送する。
335 加 jiā 加える。
336 我加了一勺盐 wǒ jiā le yī sháo yán 私は塩ひとさじぶん加えた。
337 ⻅ jiàn 見える。会う。
338 我⻅过她一次 wǒ jiàn guò tā yī cì 私は一度、彼女に会ったことがある。
339 剪 jiǎn 切る。
340 用剪刀剪纸 yòng jiǎndāo jiǎn zhǐ ハサミで紙を切る。
341 捡 jiǎn 拾う。
342 我捡钱了 wǒ jiǎn qián le 私はお金を拾った。
343 坚持 jiānchí 持続させる。
344 我会坚持到底 wǒ huì jiānchí dàodǐ 私はやりぬきます。
345 减肥 jiǎnféi ダイエットする。スリムになる。※離合詞
346 我要减肥 wǒ yào jiǎnféi ダイエットしなきゃ。
347 我减了肥 wǒ jiǎn le féi 私はスリムになった。
348 讲 jiǎng 話す。
349 他讲了一个笑话 tā jiǎng le yī gè xiàohuà 彼はひとつの笑い話を話した。
350 ⻅面 jiànmiàn 会う。※離合詞
351 下午和朋友⻅面 xiàwǔ hé péngyǒu jiànmiàn 午後、友達と会う。
352 我没跟他⻅过面 wǒ méi gēn tā jiàn guò miàn 彼とは会ったことがない。
353 减少 jiǎnshǎo 減少する。
354 我减少了买衣服的次数 wǒ jiǎnshǎo le mǎi yīfu de cìshù 私は服を買う回数を減らした。
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355 建设 jiànshè 集団や施設を建設する。
356 我市将建设新水库 wǒ shì jiāng jiànshè xīn shuǐkù 私たちの街は新しいダムを建設する。
357 交 jiāo 提出する。
358 我交罚金 wǒ jiāo fájīn 私は罰金を支払う。
359 教 jiāo 教える。
360 他教我英语 tā jiào wǒ yīngyǔ 彼は私に英語を教える。
361 叫 jiào 呼ぶ。
362 后边有人叫我 hòubian yǒu rén jiào wǒ うしろで誰かが私を呼んでいる。
363 寄存 jìcún 一時的に預ける。
364 我想寄存行李 wǒ xiǎng jìcún xíngli 私は荷物を預けたい。
365 接 jiē つなげる。電話をとる。
366 她正在接电话 tā zhèngzài jiē diànhuà 彼女はいま、電話に出ています。
367 借 jiè 貸す。
368 我借给他一千日元 wǒ jiè gěi tā yī qiān rìyuán 私は彼に千円貸す。
369 借 jiè 貸りる。
370 我借了他五块钱 wǒ jiè le tā wǔ kuài qián 私は彼に五元借りた。
371 结婚 jiéhūn 結婚する。※離合詞
372 我跟他结婚 wǒ gēn tā jiéhūn 私と彼は結婚する。
373 他以前结过一次婚 tā yǐqián jié guò yī cì hūn 彼は以前に一度結婚したことがある。
374 解决 jiějué 解決する。
375 我解决困难 wǒ jiějué kùnnán 私は困難を解決する。
376 介绍 jièshào 紹介する。
377 我给大家介绍一本书 wǒ gěi dàjiā jièshào yī běn shū 私は皆さんに一冊の本を紹介します。
378 结束 jiéshù 終わる。
379 今天工作结束了 jīntiān gōngzuò jiéshù le 今日の仕事は終わった。
380 节省 jiéshěng 節約する。
381 如何节省时间提高效率? rúhé jiéshěng shíjiān tígāo xiàolǜ いかに時間を節約して効率を高めるか。
382 节约 jiéyuē 節約する。
383 我要节约用钱 wǒ yào jiéyuē yòng qián 私は節約しなければ。
384 记得 jìde 覚えている。※離合詞
385 我记得很清楚 wǒ jìde hěn qīngchu 私ははっきり覚えている。
386 记不得 jì bù de 覚えていない。
387 不记得 bù jìde 覚えていない。
388 集合 jíhé 集合する。集まる。集める。
389 我们在学校大门口集合 wǒmen zài xuéxiào dà ménkǒu jíhé 私たちは学校正門で集合する。
390 计划 jìhuà 計画する。
391 我计划去德国旅行 wǒ jìhuà qù déguó lǚxíng 私はドイツ旅行を計画する。
392 进 jìn 進む。
393 两国关系更进了一步 liǎng guó guānxì gèng jìn le yī bù 両国の関係はさらに一歩進んだ。
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394 经过 jīngguò 〜を通る。
395 从北京经过南京到上海 cóng běijīng jīngguò nánjīng dào shànghǎi 北京から南京経由で上海に至る。
396 进口 jìnkǒu 輸入する。※離合詞
397 中国进口美国商品 zhōngguó jìnkǒu měiguó shāngpǐn 中国は⽶国製品を輸入する。
398 进去 jìnqù 入っていく。※離合詞
399 我可以进去吗? wǒ kěyǐ jìnqù ma 入ってもいいですか。
400 我们进商店去 wǒmen jìn shāngdiàn qù 私たちはお店に入る。
401 进入 jìnrù 入る。
402 列⻋进入站台 lièchē jìnrù zhàntái 列車がプラットホームに入る。
403 进行 jìnxíng 進める。
404 我们进行了激烈讨论 wǒmen jìnxíng le jīliè tǎolùn 私たちは激しい議論を進めました。
405 禁止 jìnzhǐ 禁止する。
406 这里禁止停⻋ zhèlǐ jìnzhǐ tíngchē ここは駐車を禁止する。
407 计算 jìsuàn 計算する。
408 我每天计算卡路里 wǒ měitiān jìsuàn kǎlùlǐ 私は毎日、カロリーを計算します。
409 继续 jìxù 続ける。
410 我继续努力 wǒ jìxù nǔlì 私は努力を継続する。
411 举 jǔ 挙げる。持ち上げる。提示する。
412 他举手了 tā jǔ shǒu le 彼は手をあげた。
413 觉得 juéde 思う。
414 我觉得他说得对 wǒ juédé tā shuō de duì 私は彼の言うことが正しいように思う。
415 决定 juédìng 決定する。
416 我决定明天去医院 wǒ juédìng míngtiān qù yīyuàn 私は明日病院に行くことを決めました。
417 开 kāi 開く。
418 我拉开窗帘 wǒ lā kāi chuānglián 私はカーテンを引き開けた。
419 开始 kāishǐ 始める。
420 我去年开始戒烟 wǒ qùnián kāishǐ jièyān 私は去年禁煙を始めた。
421 看 kàn 見る。
422 我看视频网站 wǒ kàn shìpín wǎngzhàn 私は動画サイトを見る。
423 看病 kànbìng 診察する。※離合詞
424 大夫给患者看病 dàifu gěi huànzhě kànbìng 医者が患者を診察してあげる。
425 医生看看我的病 yīshēng kàn kàn wǒ de bìng 医者が私の病気をみる。
426 看病 kànbìng 診察をうける。※離合詞
427 我去医院看病 wǒ qù yīyuàn kànbìng 私は病院に行って診察をうける。
428 我在人⺠医院看过一次病 wǒ zài rénmín yīyuàn kàn guò yī cì bìng 私は人⺠病院で一度診察を受けたことがある。
429 看望 kànwàng 様子を伺いに行く。見舞う。
430 我去医院看望朋友 wǒ qù yīyuàn kànwàng péngyǒu 私は友達を見舞いに病院へ行く。
431 烤 kǎo 火で焼く。あぶる。火にあたる。
432 今天烤了曲奇 jīntiān kǎo le qǔqí 今日、クッキーを焼きました。
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433 靠 kào 頼る。
434 我靠他 wǒ kào tā 私は彼に頼る。
435 靠 kào 寄りかかる。立てかける。
436 我靠在一棵树上 wǒ kào zài yī kē shù shàng 私は一本の木に寄りかかる。
437 考虑 kǎolǜ 考える。
438 我考虑今天吃什么 wǒ kǎolǜ jīntiān chī shénme 私は今日何を食べるか考えます。
439 考试 kǎoshì 試験をする。
440 我考试合格了 wǒ kǎoshì hégé le 私は試験に合格した。
441 咳嗽 késou せきをする。
442 他咳嗽了一整晚 tā késòu le yī zhěng wǎn 彼は一晩中せきをしていた。
443 空 kòng 空ける。
444 你能帮我把座位空出来吗？ nǐ néng bāng wǒ bǎ zuòwèi kōng chūlái ma 席を空けていただけますか。
445 哭 kū 泣く。
446 他突然哭了 tā túrán kū le 彼は突然泣いた。
447 苦 kǔ 苦しめる。
448 这件事苦了他 zhè jiàn shì kǔ le tā このことが彼を苦しめた。
449 拉 lā 引く。
450 他们拉绳子 tāmen lā shéngzi 彼らはロープを引っ張る。
451 来 lái 来る。
452 猫来了 māo lái le 猫が来た。
453 离 lí 離れる。
454 银座和新宿离着远吗? yínzuò hé xīnsù lí zhe yuǎn ma 銀座と新宿は遠く離れていますか。
455 连接 liánjiē つなぐ。つながる。
456 我连接上了 wǒ liánjiē shàng le 接続出来た。
457 联系 liánxì 連絡する。
458 请跟我联系 qǐng gēn wǒ liánxì 私と連絡してください。
459 练习 liànxí 練習する。
460 我练习毛笔字 wǒ liànxí máobǐ zì 私は毛筆の練習をする。
461 了 liǎo 終わる。
462 没完没了 méi wán méi liǎo 切りがない。エンドレスだ。
463 了解 liǎojiě 理解する。
464 我了解你的意思 wǒ liǎojiě nǐ de yìsi 私はあなたの思いを理解する。
465 聊天 liáotiān おしゃべりする。チャットをする。※離合詞
466 和你聊天很开心 hé nǐ liáotiān hěn kāixīn あなたとのおしゃべりはとても楽しい。
467 我们聊着天 wǒmen liáo zhe tiān 私たちはおしゃべりしている。
468 离婚 líhūn 離婚する。※離合詞
469 我跟他离婚了 wǒ gēn tā líhūn le 私は彼と離婚しました。
470 我离过一次婚 wǒ lí guò yī cì hūn 私は一度離婚したことがある。
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471 离开 líkāi 離れる。※離合詞
472 我离开老家去横滨 wǒ líkāi lǎojiā qù hèngbīn 私は地元を離れて横浜に行く。
473 我离不开她 wǒ lì bù kāi tā 私は彼女と離れられない。
474 留 liú とどまる。残る。
475 他留在日本 tā liú zài rìběn 彼は日本にとどまる。
476 流 liú 流れる。
477 孩子流鼻涕 háizi liú bítì こどもが鼻水をたらす。
478 留神 liúshén 危険や過ちに注意する。※離合詞
479 你要留神些 nǐ yào liúshén xiē あなたはすこし気をつけないと。
480 买⻋时要多留点神 mǎi chē shí yào duō liú diǎn shén 車の購入時はよく気をつけるべき。
481 利用 lìyòng 利用する。活用する。
482 我经常利用微信 wǒ jīngcháng lìyòng wēixìn 私はしょっちゅうWeChatを使う。
483 旅游 lǚyóu 旅行する。
484 我去苏州旅游了 wǒ qù sūzhōu lǚyóu le 私は蘇州に行って旅行した。
485 录音 lùyīn 録音する。※離合詞
486 我录音了自己的声音 wǒ lùyīn le zìjǐ de shēngyīn 私は自分の声を録音した。
487 录了两次音 lù le liǎng cì yīn ２回、録音した。
488 麻烦 máfan 面倒をかける。
489 不好意思去麻烦他 bù hǎoyìsi qù máfan tā 彼に面倒をかけるのは気がひける。
490 卖 mài 売る。
491 她卖火柴 tā mài huǒchái 彼女はマッチを売る。
492 买 mǎi 買う。
493 我买这个 wǒ mǎi zhège 私はこれを買う。
494 没 méi ない。
495 我没时间 wǒ méi shíjiān 私は時間がない。
496 没有 méiyǒu ない。
497 我没有钱 wǒ méiyǒu qián 私はお金がない。
498 拿 ná もつ。
499 她拿菜刀 tā ná càidāo 彼女は包丁を持つ。
500 念 niàn 声を出して読む。
501 给孩子念书 gěi háizi niàn shū 子供のために本を読んであげる。
502 念 niàn 心にかける。
503 我念念不忘 wǒ niàn niàn bù wàng 私は心に刻み忘れない。
504 努力 nǔlì 努力する。※離合詞
505 我努力学习 wǒ nǔlì xuéxí 私は勉強をがんばる。
506 大家再努一把力 dàjiā zài nǔ yī bǎ lì みんな、もうひとふんばり。
507 爬 pá 山や坂を登る。
508 卡⻋爬坡道 kǎchē pá pōdào トラックが坂道をのぼる。
509 怕 pà 恐れる。
510 我怕老鼠 wǒ pà lǎoshǔ 私はねずみが怖いです。
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511 派 pài 派遣する。
512 公司派了我去深圳 gōngsī pài le wǒ qù shēnzhèn 会社は私を深センに派遣した。
513 拍手 pāishǒu 手をたたく。拍手する。※離合詞
514 观众拍手叫好 guānzhòng pāishǒu jiàohǎo 観衆は拍手し、称賛をする。
515 我们拍着手欢迎 wǒmen pāi zhe shǒu huānyíng 私たちは手をたたいて迎え入れた。
516 跑 pǎo 走る。
517 我跑得快 wǒ pǎo dé kuài 私は走るのが早い。
518 跑步 pǎobù 駆け足する。ジョギングする。※離合詞
519 早上去公园跑步 zǎoshang qù gōngyuán pǎobù 朝、公園に行ってジョギングする。
520 我跑着步 wǒ pǎo zhe bù 私は走っている。
521 陪 péi 付き添う。
522 我陪你去看海 wǒ péi nǐ qù kàn hǎi あなたに付き添って海を見に行く。
523 碰 pèng ぶつかる。
524 头碰墙上了 tóu pèng qiáng shàng le 頭を壁にぶつけた。
525 骗 piàn だます。
526 我被他骗了 wǒ bèi tā piàn le 私は彼に騙された。
527 破 pò 破れる。壊れる。
528 衣服破了 yīfú pò le 服が破れた。
529 骑 qí またいで乗る。
530 我骑摩托⻋ wǒ qí mótuōchē 私はバイクに乗る。
531 起 qǐ 起きる。
532 他起身, 走了 tā qǐ shēn, zǒu le 彼は身を起こし、行った。
533 敲 qiāo たたく。
534 我敲门了 wǒ qiāo mén le 私はドアをノックした。
535 前往 qiánwǎng 行く。赴く。
536 代表团前往加利福尼亚 dàibiǎotuán qiánwǎng jiālìfúníyǎ 代表団はカリフォルニアに行く。
537 起床 qǐchuáng 起床する。※離合詞
538 我起床起得很早 wǒ qǐchuáng qǐ dé hěn zǎo 私は起床が早い。
539 我今天早上六点起的床 wǒ jīntiān zǎoshang liù diǎn qǐ de chuáng 私は今日の朝、６時に起きた。
540 起来 qǐlái 起き上がる。立ち上がる。※離合詞
541 他起来了 tā qǐlái le 彼は起き上がった。
542 早上起不来 zǎoshang qǐ bù lái 朝、起きられない。
543 切 qiē 切る。
544 我切包菜 wǒ qiè bāocài 私はキャベツを切る。
545 请 qǐng 招待する。おごる。
546 我请她吃饭 wǒ qǐng tā chīfàn 私は彼女を食事に誘う。
547 请假 qǐngjià 休みをとる。※離合詞
548 我下周请假 wǒ xià zhōu qǐngjià 来週欠席します。
549 我请了三天假 wǒ qǐng le sān tiān jià 私は3日間休みを取った。
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550 去 qù 行く。
551 我去保龄球馆 wǒ qù bǎolíngqiú guǎn 私はボーリング場に行く。
552 取得 qǔdé 取得する。
553 我们取得了胜利 wǒmen qǔdé le shènglì 私たちは勝利を得た。
554 让 ràng 譲る。
555 我把座位让给你 wǒ bǎ zuòwèi ràng gěi nǐ 私はあなたに座席を譲る。
556 绕 rào 巻く。絡む。
557 把绳子绕起来 bǎ shéngzi rào qǐlái 縄を巻き付ける。
558 绕 rào 回る。回り道をする。
559 我绕远路了 wǒ rào yuǎn lù le 私は回り道をした。
560 热闹 rènao にぎやかにする。盛り上がる。
561 大家一起热闹起来 dàjiā yīqǐ rènao qǐlái みんな一緒にもりあがりはじめる。
562 扔 rēng 投げる。
563 他扔了一块石头 tā rēng le yī kuài shítou 彼は石を投げた。
564 认识 rènshi 顔見知りになる。
565 我认识她 wǒ rènshi tā 私は彼女を知っている。
566 认为 rènwéi 確信をもって思う。
567 我认为这是正常现象 wǒ rènwéi zhè shì zhèngcháng xiànxiàng 私はこれが正常現象だと思う。
568 入 rù 入る。
569 请勿入内 qǐng wù rù nèi 中に入らないでください。立ち入り禁止。
570 散步 sànbù 散歩する。※離合詞
571 我每天晚上散步 wǒ měitiān wǎnshàng sànbù 私は毎晩散歩する。
572 我散完步后吃饭了 wǒ sàn wán bù hòu chīfàn le 私は散歩を終えたあと食事しました。
573 扫 sǎo ほうきで掃く。
574 把屋子里扫一扫 bǎ wūzi lǐ sǎo yī sǎo 部屋の中をちょっと掃除する。
575 上 shàng 上がる。
576 请上二楼 qǐng shàng èr lóu ２階へどうぞ。
577 上班 shàngbān 出勤する。※離合詞
578 今天我上班 jīntiān wǒ shàngbān 今日、私は出勤です。
579 一个星期上五天班 yī gè xīngqí shàng wǔ tiān bān １週間に五日出勤する。
580 上课 shàngkè 授業に出る。※離合詞
581 我每天上课 wǒ měitiān shàngkè 私は毎日、授業に出る。
582 我上了两节课 wǒ shàng le liǎng jié kè 私は二こまの授業に出た。
583 上来 shànglái あがってくる。近づいてくる。※離合詞
584 太阳上来了 tàiyáng shànglái le 太陽が昇ってきた。
585 她上楼来了 tā shàng lóu lái le 彼女が上がってきた。
586 商量 shāngliang 相談する。
587 我想和你商量一下 wǒ xiǎng hé nǐ shāngliang yīxià 私はすこしあなたに相談したい。
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588 上去 shàngqù あがっていく。離れていく。※離合詞
589 楼顶可以上去吗？ lóudǐng kěyǐ shàngqù ma 屋上にあがってもいいですか。
590 我上不去 wǒ shàng bù qù 私は登れない。
591 上学 shàngxué 登校する。小学生になる。※離合詞
592 你孩子上学了吗？ nǐ háizi shàngxué le ma あなたの子供は学校にあがりましたか。
593 孩子上不了学 háizi shàng buliǎo xué 子供は学校に行くことができません。
594 烧 shāo 燃やす。熱を加える。発熱する。
595 把稿子都烧了 bǎ gǎozi dōu shāo le 原稿をみんな燃やした。
596 生 shēng 生む。生まれる。育つ。
597 他生在北京 tā shēng zài běijīng 彼は北京で生まれる。
598 生活 shēnghuó 生活する。
599 跟家里人一起生活 gēn jiālǐ rén yīqǐ shēnghuó 家族と一緒に生活する。
600 生气 shēngqì 怒る。※離合詞
601 他容易生气 tā róngyì shēngqì 彼は怒りっぽい。
602 你还生他的气吗？ nǐ hái shēng tā de qì ma あなたはまだ彼のことを怒っているのか。
603 试 shì 試す。
604 试试看吧 shì shì kàn ba やってみよう。
605 收 shōu 収める。集める。
606 大学生收废品 dàxuéshēng shōu fèipǐn 大学生が廃品回収する。
607 收到 shōudào 受け取る。※離合詞
608 我收到了一条短信 wǒ shōu dào le yī tiáo duǎnxìn 私は一通のショートメッセージを受け取った。
609 我手机收不到信息了 wǒ shǒujī shōu bù dào xìnxī le 私の携帯電話はメッセージを受け取れなくなった。
610 收拾 shōushi 片付ける。
611 我收拾屋子 wǒ shōushi wūzi 私は部屋を片付ける。
612 输 shū 液体、気体、電流などを送る。輸送する。
613 把电输到东部 bǎ diàn shū dào dōngbù 電気を東部まで送る。
614 输 shū 負ける。
615 我输给你了 wǒ shū gěi nǐ le 私はあなたに負けた。
616 数 shǔ 数える。
617 我数了数 wǒ shǔ le shù 私は数を数えた。
618 摔 shuāi 投げる。
619 他生气地把帽子摔在地上 tā shēngqì de bǎ màozi shuāi zài dìshang 彼は腹を立てて帽子を地面に投げつけた。
620 摔 shuāi 落ちる。落とす。
621 从⻢上摔了下来 cóng mǎ shàng shuāi le xiàlái ウマから落ちた。
622 摔 shuāi 転ぶ。
623 她摔在台阶上了 tā shuāi zài táijiē shàng le 彼女は階段で転んだ。
624 甩 shuǎi 振る。
625 狗甩尾巴 gǒu shuǎi wěiba イヌがしっぽを振る。
626 甩 shuǎi 投げる。
627 他甩球传给他队员 tā shuǎi qiú chuán gěi tā duìyuán 彼は彼のチームメイトにボールをパスする。
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628 甩 shuǎi 放り出す。振り切る。
629 我被女朋友甩了 wǒ bèi nǚpéngyǒu shuǎi le 私は彼女に振られた。
630 摔跤 shuāijiāo 転ぶ。つまづく。※離合詞
631 我摔跤了 wǒ shuāijiāo le 私はこけた。
632 我昨天摔了一跤 wǒ zuótiān shuāi le yī jiāo 私は昨日、こけた。
633 睡 shuì 寝る。
634 我睡得不好 wǒ shuì de bù hǎo 私は眠りがよくない。
635 睡觉 shuìjiào 寝る。※離合詞
636 宝⻉睡觉了 bǎobèi shuìjiào le 赤ちゃんが寝た。
637 我睡了一觉 wǒ shuì le yī jiào 私はひと眠りした。
638 说 shuō 言う。
639 他对我说了不想去 tā duì wǒ shuō le bù xiǎng qù 彼は私に行きたくないと言った。
640 说明 shuōmíng 説明する。
641 我想向你说明我迟到的原因 wǒ xiǎng xiàng nǐ shuōmíng wǒ chídào de yuányīn 私はあなたに私の遅刻の原因を説明したい。
642 死 sǐ 死ぬ。
643 犯人已经死了 fànrén yǐjīng sǐ le 犯人はすでに死んだ。
644 思量 sīliang 考える。
645 我思量了半天 wǒ sīliang le bàntiān 私は⻑い間、考えました。
646 送 sòng 送る。
647 我把她送到⻋站了 wǒ bǎ tā sòng dào chēzhàn le 私は彼女を駅まで送った。
648 送给 sònggěi 〜に贈る。〜に与える。
649 我送给你一瓶红酒 wǒ sònggěi nǐ yī píng hóngjiǔ 私はあなたにワイン一本あげる。
650 算 suàn 計算する。
651 我算出来的是"0" wǒ suàn chūlái de shì líng 私の計算ではゼロです。
652 抬 tái 持ち上げる。担ぐ。
653 把桌子抬过来 bǎ zhuōzi tái guòlái 机を持ち上げて来て。
654 谈 tán 話す。
655 今天我和客户谈生意 jīntiān wǒ hé kèhù tán shēngyì 今日、私と顧客とで商談します。
656 躺 tǎng 横になる。
657 让我躺一会 ràng wǒ tǎng yīhuì ちょっと横にならせて。
658 讨论 tǎolùn 話し合う。討論する。
659 他们讨论经济 tāmen tǎolùn jīngjì 彼らは経済を議論する。
660 踢 tī 蹴る。
651 我踢了他一脚 wǒ tī le tā yī jiǎo 私は彼を蹴った。
662 提 tí 手に提げる。引き上げる。
663 她提着水果来了 tā tí zhe shuǐguǒ lái le 彼女は果物を手にさげてやってきた。
664 填写 tiánxiě 空欄を埋める。記入する。
665 请填写表格 qǐng tiánxiě biǎogé 表に記入してください。
666 跳 tiào 跳ぶ。
667 我跳过水洼 wǒ tiào guò shuǐwā 私は水たまりを跳びこえる。
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668 提高 tígāo 高める。向上させる。※離合詞
669 教师提高学生成绩 jiàoshī tígāo xuéshēng chéngjì 教師は学生の成績を向上させる。
670 水平提不高 shuǐpíng tí bù gāo レベルが上がらない。
671 听 tīng 聞く。
672 我听收音机 wǒ tīng shōuyīnjī 私はラジオを聞く。
673 停 tíng 停まる。
674 我的表停了 wǒ de biǎo tíng le 私の時計が止まった。
675 听⻅ tīngjiàn 聞こえる。耳に入る。※離合詞
676 我听⻅他在说话 wǒ tīngjiàn tā zài shuōhuà 彼がしゃべっているのが聞こえる。
677 我听不⻅你的声音 wǒ tīng bù jiàn nǐ de shēngyīn 私はあなたの声が聞こえない。
678 听说 tīngshuō 〜と聞いている。※離合詞
679 我听说他下周来到这里 wǒ tīngshuō tā xià zhōu lái dào zhèlǐ 私は彼が次週ここに来ると聞いている。
680 听某人说你唱歌很好听 tīng mǒurén shuō nǐ chànggē hěn hǎotīng ある人に聞いたところ、あなたの歌はいいらしいね。
681 通 tōng 通る。通じる。
682 这条公路通上海 zhè tiáo gōnglù tōng shànghǎi この道路は上海に通じる。
683 通过 tōngguò 〜を通る。※離合詞
684 列⻋通过铁桥 lièchē tōngguò tiěqiáo 列車が鉄橋を通過する。
685 这次考试通不过了 zhè cì kǎoshì tōng bù guò le 今回の試験に受からなかった。
686 同意 tóngyì 同意する。
687 大家同意这个方案吗? dàjiā tóngyì zhège fāng'àn ma みなさん、この案に同意しますか。
688 通知 tōngzhī 知らせる。
689 我通知大家一件事 wǒ tōngzhī dàjiā yī jiàn shì 私はみなさんに一点お知らせします。
690 偷 tōu 盗む。
691 有人把我的钱包偷走了 yǒurén bǎ wǒ de qiánbāo tōu zǒu le 誰かが私の財布を盗んで行った。
692 吐 tǔ 吐きだす。ことばを口に出す。
693 他吐出实情 tā tǔ chū shíqíng 彼は真実を吐き出す。
694 推 tuī 押す。
695 妈妈推着婴儿⻋ māmā tuī zhe yīng'ér chē お⺟さんはベビーカーを推している。
696 退 tuì 後退する。
697 敌人退了 dírén tuì le 敵は後退した。
698 退 tuì 戻す。
699 我把钱退给你 wǒ bǎ qián tuì gěi nǐ 私はあなたにお金を戻す。
700 脱 tuō 抜ける。脱ぐ。
701 我头发越来越脱了 wǒ tóufa yuè lái yuè tuō le 私の髪はだんだん抜けていく。
702 脱掉 tuōdiào 脱ぐ。脱ぎすてる。※離合詞
703 我脱掉衣服 wǒ tuōdiào yīfú 私は服を脱ぐ。
704 脱不掉了 tuō bù diào le 脱げなくなった。
705 玩 wán 遊ぶ。
706 带孩子去游乐园玩 dài háizi qù yóulèyuán wán 子供づれで遊園地に行き、遊ぶ。
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707 完 wán 終える。
708 我完事了 wǒ wán shì le 私は事が終わった。
709 完成 wánchéng 完成する。※離合詞
710 我完成了工作 wǒ wánchéng le gōngzuò 私は仕事を終えた。
711 工作完不成 gōngzuò wán bù chéng 仕事が終わらない。
712 往 wǎng 行く。赴く。
713 你往左,我往右 nǐ wǎng zuǒ, wǒ wǎng yòu あなた左に行く、私は右に行く。
714 忘 wàng 忘れる。
715 我忘带笔了 wǒ wàng dài bǐ le 私はペンを持って来るのを忘れた。
716 忘记 wàngjì 忘れる。
717 忘记房间号了 wàngjì fángjiānhào le ルームナンバーを忘れた。
718 问 wèn 尋ねる。
719 我问你 wǒ wèn nǐ 私はあなたに尋ねます。
720 问好 wènhǎo よろしく言う。※離合詞
721 请代我向您的夫人问好 qǐng dài wǒ xiàng nín de fūrén wènhǎo 私に代わってあなたの奥様にもよろしくお伝えください。

722 问大家好 wèn dàjiā hǎo みなさんによろしく。
723 握手 wòshǒu 握手する。※離合詞
724 我跟他握了握手 wǒ gēn tā wò le wòshǒu 私は彼と握手を交わした。
725 我和习近平握过手 wǒ hé Xí Jìnpíng wò guò shǒu 私は習近平と握手したことがある。
726 洗 xǐ 洗う。
727 我洗裤衩 wǒ xǐ kùchǎ 私はパンツを洗う。
728 下 xià 下がる。降りる。
729 我下到了第一层 wǒ xià dào le dì yī céng 私は一階に降りた。
730 下班 xiàbān 退勤する。※離合詞
731 我们每天下午六点下班 wǒmen měitiān xiàwǔ liù diǎn xiàbān 私たちは毎日午後６時に就業が終わる。
732 下了班就去健身房 xià le bān jiù qù jiànshēnfáng 退勤後すぐ、ジムに行く。
733 下课 xiàkè 授業が終わる。※離合詞
734 我下课了 wǒ xiàkè le 私は授業が終わった。
735 我下了课就去操场 wǒ xià le kè jiù qù cāochǎng 私は授業が終わるとグラウンドに行く。
736 下来 xiàlái 降りてくる。※離合詞
737 他从舞台上下来了 tā cóng wǔtái shàng xiàlái le 彼は舞台から降りてきた。
738 我下山来了 wǒ xià shān lái le 私は山から下りた。
739 像 xiàng 似る。
740 这个孩子的眼睛像妈妈 zhège háizi de yǎnjing xiàng māma この子の目は⺟親似。
741 想 xiǎng 思う。
742 我想我是个天才 wǒ xiǎng wǒ shì ge tiāncái 私は、私が天才だと思う。
743 向 xiàng 対する。向かう。
744 我向前看 wǒ xiàng qián kàn 私は前を向く。
745 相信 xiāngxìn 信じる。
746 我相信神 wǒ xiāngxìn shén 私は神を信じる。
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747 笑 xiào 笑う。
748 我笑出来了 wǒ xiào chūlái le 笑ってしまいました。
749 小心 xiǎoxīn 気をつける。
750 小心背后 xiǎoxīn bèihòu 背後に気をつけて。
751 下去 xiàqù 降りていく。※離合詞
752 乘电梯下去 chéng diàntī xiàqù エレベーターに乗って降りる。
753 我下不去 wǒ xià bù qù 私は下りられない。
754 写 xiě 字を書く。
755 我写报告 wǒ xiě bàogào 私はレポートを書く。
756 习惯 xíguàn 慣れる。
757 我习惯了在国外生活 wǒ xíguàn le zài guówài shēnghuó 私は海外生活に慣れてました。
758 喜欢 xǐhuan 好きである。
759 我喜欢迈克尔杰克逊 wǒ xǐhuan Màikè'ěr Jiékèxùn 私はマイケルジャクソンが好きです。
760 醒 xǐng 目覚める。
761 我醒了 wǒ xǐng le 私は目を覚ました。
762 姓 xìng 〜という姓である。
763 我姓刘 wǒ xìng Liú 私の姓は劉です。
764 修理 xiūlǐ 修理する。
765 请你修理这个 qǐng nǐ xiūlǐ zhège これを修理してください。
766 休息 xiūxi 休憩する。
767 我们休息一下 wǒmen xiūxi yīxià 私たち、ちょっと休憩。
768 希望 xīwàng 希望する。
769 我希望大家都健康⻓寿 wǒ xīwàng dàjiā dōu jiànkāng chángshòu 私は皆さんの健康⻑寿を願っています。
770 洗澡 xǐzǎo 体を洗う。※離合詞
771 我洗澡了 wǒ xǐzǎo le 私は体を洗った。
772 今天洗了一次澡 jīntiān xǐ le yī cì zǎo 今日、一回、体を洗った。
773 学 xué 学ぶ。
774 我们学过日语 wǒmen xué guò rìyǔ 私たちは日本語を学んだことがある。
775 学会 xuéhuì マスターする。※離合詞
776 我学会了游泳 wǒ xuéhuì le yóuyǒng 私は泳ぎをマスターした。
777 学不会游泳 xué bù huì yóuyǒng 泳ぎがマスターできない。
778 学习 xuéxí 勉強する。
779 她正在学习历史 tā zhèngzài xuéxí lìshǐ 彼女は歴史を学んでいるところだ。
780 需要 xūyào 必要とする。
781 我需要滋润 wǒ xūyào zīrùn 私にはうるおいが必要である。
782 研究 yánjiū 研究する。検討する。
783 我研究病毒 wǒ yánjiū bìngdú 私はウイルスを研究する。
784 咬 yǎo 噛む。
785 狗狗咬鞋子 gǒu gǒu yǎo xiézi ワンちゃんが靴を噛む。
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786 要 yào 要る。求める。
787 我要你的帮助 wǒ yào nǐ de bāngzhù 私はあなたの助けが必要です。
788 要求 yāoqiú 要求する。
789 我要求你立刻采取行动 wǒ yāoqiú nǐ lìkè cǎiqǔ xíngdòng 私はあなたに、ただちに行動を起こすよう要求する。
790 赢 yíng 勝つ。
791 我赢了你 wǒ yíng le nǐ 私はあなたに勝った。
792 影响 yǐngxiǎng 影響する。
793 天气影响致生意 tiānqì yǐngxiǎng zhì shēngyi 天気は商売に影響する。
794 以为 yǐwéi 思い込んでいる。
795 我以为你说的都是真的 wǒ yǐwéi nǐ shuō de dōu shì zhēn de 私はあなたの言うことは全て本当のことと思った。
796 用 yòng 使う。
797 买书用了三百多块钱 mǎi shū yòng le sānbǎi duō kuài qián 本の購入に三百元あまりを使った。
798 有 yǒu ある。
799 桌子上有一本书 zhuōzi shàng yǒu yī běn shū テーブルの上に本が一冊ある。
800 由不得 yóubude 思い通りにならない。
801 这件事由不得你 zhè jiàn shì yóubude nǐ この件はあなたの思うようにならない。
802 游泳 yóuyǒng 泳ぐ。※離合詞
803 我去游泳池游泳 wǒ qù yóuyǒngchí yóuyǒng 私はプールに行って泳ぐ。
804 我游了一个小时泳 wǒ yóu le yī gè xiǎoshí yǒng 私は一時間泳いだ。
805 原谅 yuánliàng 許す。
806 我原谅了他 wǒ yuánliàng le tā 私は彼を許した。
807 运动 yùndòng 運動する。
808 我每天早上运动一小时 wǒ měitiān zǎoshang yùndòng yī xiǎoshí 私は毎朝1時間運動する。
809 砸 zá 打ちつける。壊す。
810 我砸钉子 wǒ zá dīngzi 私はくぎを打つ。
811 在 zài 〜にいる。〜にある。
812 我在大厅 wǒ zài dàtīng 私はロビーにいる。
813 赞成 zànchéng 賛成する。
814 我赞成你的看法 wǒ zànchéng nǐ de kànfǎ 私はあなたの見解に賛成する。
815 增加 zēngjiā 増加する。
816 体重增加了两公斤 tǐzhòng zēngjiā le liǎng gōngjīn 体重が２キロ増えた。
817 占 zhàn 位置を占める。
818 赞成的占多数 zànchéng de zhàn duōshù 賛成が多数を占める。
819 站 zhàn 立つ。
820 我站在天安门广场 wǒ zhàn zài tiān'ānmén guǎngchǎng 私は天安門広場に立つ。
821 ⻓ zhǎng 育つ。成⻑する。
822 她⻓得太美了 tā zhǎng de tài měi le 彼女はとても美しく育った。
823 张开 zhāngkāi 開く。広げる。※離合詞
824 我张开了双臂 wǒ zhāngkāi le shuāng bì 私は両腕を広げた。
825 眼张不开 yǎn zhāng bù kāi 目が開かない。
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826 掌握 zhǎngwò マスターする。
827 她基本上掌握了日语 tā jīběn shàng zhǎngwò le rìyǔ 彼女はほぼ日本語をマスターした。
828 掌握 zhǎngwò 把握する。取り仕切る。
829 我要掌握主动权 wǒ yào zhǎngwò zhǔdòng quán 私は主導権を握らなければならない。
830 找 zhǎo 探す。訪ねる。
831 我找陈先生 wǒ zhǎo Chén xiānsheng 私は陳さんを訪ねます。
832 照顾 zhàogù 考慮する。世話をする。
833 妈妈照顾孩子 māma zhàogù háizi お⺟さんは子供の世話をする。
834 着急 zháojí 焦る。いらだつ。※離合詞
835 你别着急 nǐ bié zháojí 焦らないで。
836 你着什么急? nǐ zháo shénme jí 何を焦っている。
837 照相 zhàoxiàng 写真を撮る。※離合詞
838 我想和大家一起照相 wǒ xiǎng hé dàjiā yīqǐ zhàoxiàng みんなで写真を撮りたいです。
839 我们一起照张相好吗？ wǒmen yīqǐ zhào zhāng xiāng hǎo ma 私たち一緒に写真を一枚撮りませんか。
840 整理 zhěnglǐ 整理する。
841 我整理房间 wǒ zhěnglǐ fángjiān 私は部屋を整理する。
842 支 zhī 支える。持ちこたえる。
843 用手支着下巴 yòng shǒu zhī zhe xiàba 手であごを支える。ほおづえをつく。
844 指 zhǐ 指す。
845 他指了指我 tā zhǐ le zhǐ wǒ 彼は私を指さした。
846 知道 zhīdào 知っている。
847 我知道这件事 wǒ zhīdào zhè jiàn shì 私はこの件を知っている。
848 指导 zhǐdǎo 指導する。
849 老师指导学生技能训练 lǎoshī zhǐdǎo xuésheng jìnéng xùnliàn 先生は学生に技能訓練を指導する。
850 种 zhòng 種をまく。植える。
851 我种下一颗种子 wǒ zhòng xià yī kē zhǒngzi 私はひと粒の種を植える。
852 住 zhù 住む。泊まる。
853 我住在埼玉县 wǒ zhù zài qíyù xiàn 私は埼玉県に住んでいます。
854 祝 zhù 願う。祈る。
855 我祝你一切顺利 wǒ zhù nǐ yīqiè shùnlì あなたがうまく行くことを願っています。Good Luck.

856 抓 zhuā かく。
857 他总是抓腿 tā zǒngshì zhuā tuǐ 彼はいつも足をかいている。
858 抓 zhuā つかむ。
859 我抓着吊环 wǒ zhuā zhe diàohuán 私は吊り革をつかんでいる。
860 抓 zhuā 捕まえる。
861 警察抓小偷 jǐngchá zhuā xiǎotōu 警察が泥棒を捕まえる。
862 转 zhuǎn 方向や状況など、変える。変わる。
863 天气转暖了 tiānqì zhuǎn nuǎn le 天気が暖かくなった。
864 转 zhuǎn 取り次ぐ。
865 把电话转接给你 bǎ diànhuà zhuǎn jiē gěi nǐ あなたに電話を取り次ぎます。
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866 转 zhuàn まわる。
867 摩天轮转一圈 mótiānlún zhuàn yī quān 観覧車が一回りする。
868 装 zhuāng 扮装する。ふりをする。
869 他装听不⻅ tā zhuāng tīng bu jiàn 彼は聞こえないふりをする。
870 装 zhuāng 物を入れる。取り付ける。
871 装零食的盒子 zhuāng língshí de hézi おやつを詰めた箱。
872 撞 zhuàng 比較的大きなものがぶつかる。
873 汽⻋撞人了 qìchē zhuàng rén le 車が人とぶつかった。
874 抓住 zhuāzhù しっかりとつかむ。※離合詞
875 我抓住了她的手 wǒ zhuāzhù le tā de shǒu 私は彼女の手をつかんだ。
876 我总是抓不住机会 wǒ zǒngshì zhuā bù zhù jīhuì 私はいつもチャンスがつかめない。
877 祝贺 zhùhè 祝う。
878 我祝福你 wǒ zhùhè nǐ 私はあなたをお祝いします。
879 准备 zhǔnbèi 準備する。
880 我正在准备明天的面试 wǒ zhèngzài zhǔnbèi míngtiān de miànshì 私は明日の面接の準備をしているところだ。
881 注意 zhùyì 注意する。※離合詞
882 你要注意安全 nǐ yào zhùyì ānquán あなたは安全に注意しなければならない。
883 我注点意了 wǒ zhù diǎn yì le 私はちょっと気をつけた。
884 走 zǒu 歩く。
885 我们走在大路上 wǒmen zǒu zài dà lùshàng 私たちは大通りを歩く。
886 租 zū 賃貸しする。賃借りする。
887 我租房 wǒ zū fáng 私は家を借りる。
888 坐 zuò 座る。乗る。
889 我坐公交⻋ wǒ zuò gōngjiāochē 私はバスに乗る。
890 做 zuò する。
891 你在做什么？ nǐ zài zuò shénme あなたは何をしていますか。
892 做 zuò 作る。
893 我做午饭 wǒ zuò wǔfàn 私は昼食を作る。
894 做 zuò なる。
895 我们做朋友 wǒmen zuò péngyǒu 私たちは友達になる。
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