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1 对 duì 〜に向く。〜に対する。〜について。
2 窗户对着大海 chuānghù duì zhe dàhǎi 窓は海に面す。
3 对着镜子化妆 duì zhe jìngzi huàzhuāng 鏡に向かって化粧する。
4 对他表示谢意 duì tā biǎoshì xièyì 彼に謝意を表す。
5 运动对身体好 yùndòng duì shēntǐ hǎo 運動は体によい。
6 我对股票不感兴趣 wǒ duì gǔpiào bù gǎn xìngqù 株券には興味がない。
7 他对当地情况很有熟悉 tā duì dāngdì qíngkuàng hěn yǒu shúxī 彼は現地の状況にとても詳しい。
8 你熟悉日本文化 nǐ shúxī rìběn wénhuà あなたは日本文化に詳しい。
9 你对这里的生活习惯吗? nǐ duì zhèlǐ de shēnghuó xíguàn ma あなたはここの生活に慣れましたか。
10 我的父亲对我很严格 wǒ de fùqīn duì wǒ hěn yángé 私の父は、私に厳しい。
11 对我来说 duì wǒ lái shuō 私にとっては。。私としては。。
12 你对她说了些什么? nǐ duì tā shuō le xiē shénme あなたは彼女に何と言いましたか。
13 别人对我嫉妒 biérén duì wǒ jídù 人は私に嫉妬する。
14 到 dào 〜に到達する。〜のほうに。
15 春天到了 chūntiān dào le 春になった。
16 到朋友家做客 dào péngyǒu jiā zuòkè 友達の家に遊びに行く。
17 请到这边来 qǐng dào zhè biān lái こちらに来てください。
18 向 xiàng 〜に向かって。〜に。〜から。
19 走向前方 zǒu xiàng qiánfāng 前に向かって歩む。
20 这条路通向哪里? zhè tiáo lù tōng xiàng nǎlǐ この道はどこに通じていますか。
21 向别人学习 xiàng biérén xuéxí 他人に学ぶ。
22 我向你道歉 wǒ xiàng nǐ dàoqiàn 私はあなたに謝る。
23 朝 cháo 〜を向く。〜に面す。〜に向かって。
24 房子朝南 fángzi cháo nán 家は南に向く。
25 往 wǎng 〜の方に。
26 ⻜往东京的⻜机 fēi wǎng dōngjīng de fēijī 東京に行く飛行機。
27 开往北京的火⻋ kāi wǎng běijīng de huǒchē 北京に行く列車。
28 往前走 wǎng qián zǒu 前に行く。
29 给 gěi 与える。〜に〜する。
30 请给我打电话 qǐng gěi wǒ dǎ diànhuà 私に電話ください。
31 我给大家推荐一首歌 wǒ gěi dàjiā tuījiàn yī shǒu gē 私から皆さんにお勧めの一曲。
32 在 zài 〜の場所に。〜の時間に。〜にとって。
33 你在家吗? nǐ zài jiā ma 家にいますか。
34 放在桌子上 fàng zài zhuōzi shàng テーブルの上に置く。
35 ⻜机在八点起⻜了 fēijī zài bā diǎn qǐfēi le 飛行機は８時に離陸しました。
36 在下午六点钟⻅面 zài xiàwǔ liù diǎn zhōng jiànmiàn 午後６時に会う。
37 时 shí 〜のときに。
38 时候 shíhou 〜のときに。
39 放假时一个人可以做什么? fàngjià shí yī ge rén kěyǐ zuò shénme 休みの日に一人で何ができる。
40 回家的时候顺路去看看 huí jiā de shíhòu shùnlù qù kànkan 帰り道に、ついでに行ってみる。
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41 于 yú 〜に。〜に対し。〜で。
42 满足于现状 mǎnzú yú xiànzhuàng 現状に満足する。
43 ⻅笑于人 jiànxiào yú rén ひとに笑われる。
44 开始于十年前 kāishǐ yú shí nián qián １０年前に始まる。
45 接近于完成 jiējìn yú wánchéng 完成に近い。
46 跟 gēn 〜に。〜と。
47 我跟她说晚安 wǒ gēn tā shuō wǎn'ān 私は彼女におやすみを言う。
48 跟⺟亲学 gēn mǔqīn xué ⺟に教わる。
49 跟我谈谈吧 gēn wǒ tántan ba 私に話してごらん。
50 让 ràng 〜に〜させる。〜にしてもらう。譲る。しよう。
51 让他教我 ràng tā jiào wǒ 彼に教えてもらう。
52 让我考虑考虑 ràng wǒ kǎolǜ kǎolǜ 私に考えさせて。
53 让孩子弄坏了 ràng háizi nòng huài le 子供に壊された。
54 被 bèi 〜に〜される。覆う。
55 我被老师受到表扬 wǒ bèi lǎoshī shòudào biǎoyáng 私は先生にほめられた。
56 被孩子弄坏了 bèi háizi nòng huài le 子供に壊された。
57 被小偷偷走了 bèi xiǎotōu tōu zǒu le どろぼうに盗まれた。
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